
筑波記念病院登録医一覧　（つくば市医師会） 2020年4月1日現在
No 医療機関名 住　所

1 青空ホームクリニック つくば市春日２ー３ー１７
2  あおやぎ医院 つくば市上ノ室８８７
3 あつしクリニック つくば市田水山９７５
4 天貝整形外科クリニック つくば市羽成６８６-１８
5 ありま皮膚科クリニック つくばみらい市紫峰ヶ丘１丁目７-４
6 飯岡医院 つくば市桜３丁目２０番２号
7 飯田医院 つくば市沼田１０１
8 飯村医院 つくば市北条４３２６－２
9 池野医院 つくば市高野台２-１６-８

10 いしかわ耳鼻咽喉科クリニック つくばみらい市紫峰ヶ丘１丁目８-３
11 うえの整形外科 つくば市大角豆９７４－１
12 江原こどもクリニック つくば市谷田部７７６
13 太田医院 つくば市手代木３０９-4
14 大野医院 つくば市島名６３４
15 大穂皮膚科クリニック つくば市筑穂２-８-４
16 大見クリニック つくば市古来３２０－５
17 岡野整形外科・内科クリニック つくば市西大橋１９２
18 小倉医院 つくば市沼田１８１
19 小田内科クリニック つくば市小田２９５１-５
20 樫村内科消化器科クリニック つくば市下広岡清水久保７４４－１
21 かつらぎクリニック つくば市苅間１９６-１
22 川井クリニック つくば市東平塚７１５－１
23 菊池内科クリニック つくば市谷田部５９１５
24 木村クリニック つくば市作谷１１２５
25 倉田内科クリニック つくば市栗原３４４３

26 研究学園いいむら耳鼻咽喉科
つくば市研究学園５－１２－４　研究学園駅前岡田ビ
ル３F

27 研究学園クリニック
つくば市研究学園５－１２－４　研究学園駅前岡田ビ
ル５F

28 こだま在宅クリニック つくば市筑穂２-７-１　ﾎﾞﾇｰﾙ・ﾘｭﾐｴｰﾙⅠ-１０１
29 コミュニティクリニック・つくば つくば市苅間１５５５－１
30 坂根Mクリニック つくば市松野木１６２-７
31 酒寄医院 つくば市国松８５５-２
32 さくら内科・呼吸器内科クリニック つくば市桜2-15-1
33 さとうクリニック つくば市手代木１９３６-９
34 柴原医院 つくば市吉沼１１５１
35 渋谷クリニック つくば市金田２０２９－１
36 清水こどもクリニック つくば市東２－３１－８
37 すぎやま内科皮フ科クリニック つくば市大角豆1379
38 耳鼻咽喉科　学園の森クリニック つくば市学園の森２-３９-２
39 仁愛内科医院 つくば市小野崎７８５－１
40 杉谷メディカルクリニック つくば市研究学園４丁目４-11
41 鈴木医院 つくば市栗原７５7
42 清宮眼科皮膚科 つくば市小野崎400-1
43 せせらぎ在宅クリニック つくば市天久保3-18-6
44 高田眼科 つくば市春日３－１８－１
45 高田整形外科 つくば市栗原３９６３
46 竹園ファミリークリニック つくば市竹園２-８-19
47 ちかつクリニック つくば市学園の森２－４０－１
48 つくば在宅クリニック つくば市西大沼６３７-５
49 つくばシティアすえひろ眼科 つくば市吾妻２-８-８　つくばシティアビル３階
50 つくばシティア内科クリニック つくば市吾妻２-８-８　つくばシティアビル４階
51 つくばシティアビル皮フ科 つくば市吾妻２-８-８　つくばシティアビル３階
52 つくばセンタークリニック つくば市竹園１-６-１　つくば三井ビル４階
53 つくば辻クリニック つくば市研究学園5-19
54 つくばねむりとこころのクリニック つくば市妻木６３７－１
55 つくば白亜クリニック つくば市みどりの二丁目40番地2



56 寺崎クリニック つくば市吉沼１４３７－１
57 東郷医院 つくば市館野６３６
58 東光台内科胃腸科クリニック つくば市東光台４－１９－４
59 中川医院 つくば市篠崎２２７２－１
60 長沢眼科 つくば市西岡２５２
61 なかざわクリニック つくばみらい市紫峰ヶ丘１－６－７
62 成島クリニック つくば市館野３６３
63 二の宮越智クリニック つくば市松野木１８７-３
64 沼尻整形外科・胃腸科 つくば市谷田部２１５３
65 根本クリニック つくば市鬼ヶ窪１１０８
66 のぐち内科クリニック つくば市妻木６３５－１
67 のむら耳鼻咽喉科クリニック つくば市東新井２５-２
68 花クリニック　南大通り つくば市竹園2-18-2
69 林医院 つくば市北条１９－２
70 ひがし外科内科医院 つくば市東２丁目２６-１６
71 ヒルトップクリニック つくば市佐字鴻巣１００４番
72 広瀬医院 つくば市北条８５
73 広瀬クリニック つくば市国松５６－１
74 北條医院 つくば市花畑３－２８－８
75 ホームオン・クリニックつくば つくば市稲荷前３１－２－１０５
76 ほりかわクリニック つくば市筑穂２－１１－１
77 緑クリニック医院 つくばみらい市谷井田２２１５-４
78 みなのクリニック内科呼吸器科 つくば市西平塚３１８-１
79 南大通りクリニック つくば市竹園２-１６-２４
80 宮川内科・胃腸科医院 つくば市二の宮２-２-２６
81 宮本内科クリニック つくば市苅間原１－４
82 みらい平クリニック つくばみらい市陽光台３－１１－４
83 山中医院 つくば市大曽根２１９１－１
84 サンシャイン・クリニック つくば市谷田部6107-14
85 小池医院 つくば市みどりの二丁目31番地12
86 つくばシティアビル整形外科 つくば市吾妻２-８-８　つくばシティアビル1階
87 ユーカリ医院 つくば市大井１６２２番地
88 ユークリニック つくば市倉掛1208-1
89 紫峰の森クリニック つくば市島名472-1
90 谷田部診療所 つくば市谷田部6123-1
91 こまつ内科クリニック つくば市上横場1178-1
92 並木内科クリニック つくば市並木4-4-2-203
93 おいかわ腎泌尿器クリニック つくば市面野井1004-5
94 つくばすずらん皮膚科クリニック つくば市西平塚146-1
95 渡辺医院 つくば市小野崎476
96 きくち呼吸器内科クリニック つくば市島名1851-4

97 竹園眼科
つくば市竹園3-18-3　竹園ショッピングセンターF棟3
階

98 おがわ内科
つくば市みどりの1-31-9　みどりのメディカルモール
1F

99 耳鼻咽喉科　大橋医院 つくば市大角豆949-10
100 竹園皮膚科医院 つくば市竹園3丁目18-2


