●医療機関一覧

令和２年1月現在

※診療体制は変更になることがあります。

※年末年始や夏季休暇などは、各医療機関にお問い合わせください。

≪診療内容名称≫
整形:整形外科 泌:泌尿器科 心血外:心臓血管外科 呼:呼吸器科 神内:神経内科 胃:胃腸科 婦:婦人科 内:内科 産:産婦人科 皮:皮膚科 小皮:小児皮膚科 美皮:美容皮膚科 耳鼻:耳鼻咽喉科
循:循環器科 リハ:リハビリテーション科 神:神経科 救:救急科 外:外科 消:消化器科 リウ:リウマチ科 眼:眼科 肛門:肛門科 歯口腔外:歯科口腔外科 精:精神科 小児:小児科 禁煙:禁煙相談(保険適用)
脳外:脳神経外科 心内:心療内科 麻:麻酔科 形外:形成外科 放:放射線科 ア:アレルギー科 内視鏡:内視鏡検査科 透外:透析外来 血内:血液内科 甲内:甲状腺・内分泌外科 糖代:糖尿病・代謝内科 乳:乳腺科
腎内:腎臓内科 消外:消化器外科 乳外:乳腺外科 消内:消化器内科 循内:循環器内科 呼内:呼吸器内科 小循:小児循環器科 訪問①:訪問診療(かかりつけ患者のみ) 訪問②:訪問診療(かかりつけ患者以外も可)

医療機関名

住所

TEL

診療内容

(牛久市外局番：029)

休診日

基本診療時間
午

前

午

1

あだち内科クリニック

さくら台3-61-15

893-2777

内・呼・小児・禁煙・訪問①

木・日・祝・第３土午後

9:00～12:30

15:00～18:00

（受付は8：40～12：00）

（受付は14：45～17：30）

2

飯泉医院

田宮町140-4

872-0066

内・消・外

水・土午後・日・祝

9:00～12:30
土９:00～12:30

15:30～18:30

3

いずみ内科医院

牛久町165-1

830-8655

内・小児・循・消・心内・皮・肛門・訪問②

水・土・祝(祝日の日曜日は診療)

9:00～12:00

15:00～18:00

8:45～12:00

15:00～18:30

4

犬童こどもクリニック本院

5

犬童こどもクリニック分院

6

井上内科クリニック

7

医療法人社団 常仁会
牛久愛和総合病院

上柏田4-54-10

ひたち野東4-1-13

栄町5-45-1

猪子町896

830-7262
050-5893-3897
(予約専用)
846-7555
846-7345
（予約専用）

小児

木・土午後・日・祝

後

14:30～15:00は健診・予防接種のみ、それ以外の時間帯も予約可

小児(診察・予防接種・健診・完全予約制)

木・土・日・祝

9:00～12:00

14:00～17:00
※令和２年４月10日から

水午後・土午後・日・祝

1４:３0～18:０0
（受付は14:１5～1７:３0）
※木午後のみ14:45受付開始

9:00～12:30

830-7555

内･糖代・甲状腺相談・禁煙

873-3111

一般外来：内・外・小児・整形・婦・消内・
脳外・泌・皮・リウ・心血外・耳鼻・眼・
呼内・循内・形外・神内・歯口腔外・救・
糖代・腎内・甲内・乳外・血内・消外
専門外来：禁煙 他※
※その他の専門外来については要問い合わせ

日・祝

眼

水

10:00～13:00
（受付は12:30まで）

14:00～19:00
（受付は18:30まで）

9:00～12:00

整形14:30～18:00
整形は土13:30～16:00
耳鼻15:00～17:00

（受付は8:45～12:00）

9:00～12:00

13:30～17:00

（受付は8:30～11:30）

（受付は13:00～16:30）

※診療科により異なります。要問い合わせ

8

ウイング眼科

ひたち野東4-2-1

9

植松整形外科耳鼻咽喉科クリニック

南1-6-40
874-7878
クリニックビル牛久１階

整形・リハ・耳鼻

木・日・祝
（耳鼻は土午後も休診）

10 牛久中央クリニック

中央1-21-3

828-8800

心内・精

木・日・祝

11 えのもと皮ふ科

ひたち野東2-12-6

871-1000

皮・小皮・美皮・ア

水・土午後・日・祝

9:00～12:00

14:00～17:30

12 オアシス脳神経クリニック

ひたち野西4-16-1

871-2211

脳外・神内

水・日・祝

9:00～12:00

13:45～18:00

木午後・土午後・日・祝・第２木

9:00～12:00

15:00～17:30

878-3017

9:00～12:00

14:00～18:00
※初診・再診ともに要予約

13 太田医院

さくら台1-18-2

874-2281

外・整形・内・小児・リハ・胃・肛門・
皮・禁煙・訪問①

14 岡見第一医院

岡見町959-21

872-5151

内・循内・外

木・祝・第1.2.3.5日
(第4日午前のみ診察)

8:30～12:00

15:30～17:30
土 14:00～17:00

15 奥田整形外科クリニック

中央1-21-3

846-7788

整形・リハ

水午後・土午後・日・祝

9:00～12:00

15:00～18:00

16 小倉胃腸科肛門科

東猯穴町1275-2

841-3000

内・外・胃・肛門

木・土午後・日・祝

9:00～12:00

15:00～18:00

17 柏田診療所

上柏田2-39-1

830-7000

内・整形・消・訪問①

日・祝

9:00～12:00

14:00～17:30
水･土は往診のため要連絡
整形は金14:00～16:00のみ

18 上柏田クリニック

上柏田1-16-12

878-0210

内・消・呼・循・放・訪問①

水・土午後・日・祝

9:00～12:00

15:00～18:00

19 河合医院

田宮3-2-2

872-3987

内・外・小児・皮・訪問②

月・木午後・土午後・日・祝

9:00～12:00

16:00～18:00

20 河村皮膚科

柏田町3314-2

873-0123

皮

水・日・祝・第2.4土(第1.3.5土午前のみ診察)

9:00～11:30

15:00～17:30

21 結束耳鼻咽喉科医院

牛久町280
872-4475
エスカード牛久ビル４階

耳鼻

月・水・木・土午前・日・祝

10:00～13:00

15:00～18:00

木・土午後・日・祝

9:00～12:30
土9:00～13:00

15:00～19:00

木・日・祝・第1･３火午後
(木・日も診察日あり。要問い合わせ)

8:15～13:00

14:15～18:00
土 13:20～17:00

22 ことより医院
23 さくらい眼科

中央5-12-17
南2-25-12

870-5480
872-6633

内・消・訪問②
眼

※コンタクト初診、調節麻痺検査は90分前まで受付
15:00～18:00
土 14:00～17:00

24 さくら台土肥クリニック

さくら台1-1-1

878-3131

内・循

火・日・祝

9:00～12:00

25 椎名産婦人科

中央5-12-20

872-0799

産・婦・内

水・土午後・日午後・祝

26 そうだ耳鼻咽喉科クリニック

ひたち野東1-14-3

878-3387

耳鼻

木午後・土午後・日・祝

27 そが内視鏡・消化器クリニック

ひたち野東2-24-11

897-3160

内・外・消・内視鏡・肛門・禁煙

金・日・祝

9:00～12:00
日 9:00～10:30
9:00～12:30
土 9:00～14:00
9:00～12:00

28 園部医院

南4-43-3

873-3671

内・小児・訪問①

水午後・木・土午後・日・祝

9:00～12:00

15:00～18:00

29 高野クリニック

南1-3-35

874-2100

内・消・循・呼

木・土午後・日午後・祝

9:00～12:00

15:00～18:00

15:00～17:00
15:00～18:00
16:00～18:30
※内視鏡検査は要予約

9:00～13:00

15:00～18:00

30 高野耳鼻咽喉科クリニック

南2-22-7

870-5311

耳鼻

木・日午後・祝

31 中央眼科クリニック

中央2-25-12

878-2130

眼

木・土午後・日・祝

9:00～12:30

15:30～17:30
(火午後は予約のみ)

32 つくばセントラル病院

柏田町1589-3

872-1771

循・産・歯口腔外・放射線腫瘍科・眼・リハ・
緩和ケア科・小循・透外

日・祝

9:00～11:30

14:00～16:30

33 セントラル総合クリニック

上柏田4-58-1

875-3511

内・外・消・整形・泌・小児・呼・神内・乳・
脳外・産・心内・麻・皮・放・訪問②・禁煙

日・祝

9:00～（受付8:00～11:30）

14:00～(受付13:00～16:30)

34 天満胃腸科クリニック

南5-44-8

830-7770

内・消・胃・外・肛門

水・土午後・日(月1回診療あり。要問い合わせ)・祝

9:00～12:00
(受付8:45～12:00)

15:00～18:45
(受付14:45～18:40)

35 鳥越クリニック

女化町223-5

874-3511

内・外・脳外

木・日午後・祝

36 中野医院

刈谷町3-96

873-8677

内・小児・循・胃・呼・訪問①

水・土・祝

9:00～12:30

15:00～19:00(受付は18:30まで)
日14:30～17:00

37 なかの循環器クリニック

中央1-21-3

846-2000

循・内・心血外・外・禁煙

水午後・土午後・日・祝

9:00～12:00

14:00～18:00

38 則武内科クリニック

ひたち野東5-3-2
池田ビル1階

871-7878

内・糖代

木・日・祝

9:00～11:30

39 はなみずきクリニック

中央1-6-22

871-1711

婦・皮・内・禁煙

木・日午後・祝

8:30～13:00
土・日8:30～11:30

16:00～19:00
土13:00～15:30

40 ひたちのうしく眼科

ひたち野東4-7-2

871-8355

眼

火午後・木・日・祝

9:00～12:00

14:00～18:00

41 ひたち野こころのクリニック

ひ た ち 野 西 3-32-5
871-7123
HITACHINO BASE2F

心内・精

月・日午後

42 ひたちの整形外科

ひたち野東3-2-1

878-1200

整形・リハ・リウ

木午後・土午後・日・祝

9:00～12:00

15:00～19:00

43 ひたち野内科クリニック

下根町773-5

872-0480

内・消

木午後・日・祝

9:00～12:30

15:00～18:00
土15:00～17:00

44 ひたち野ファミリークリニック

ひたち野西2-27-2

871-8080

内・外・消内・小児・皮・美皮・禁煙

木・土午後・日・祝

9:00～12:00

内・外・消内・小児：15:00～19:00
皮・美皮：14:00～17:00(水午後は予約のみ)
(火・金のみ14:00～15:00予防接種)

45 ふたばこどもクリニック

ひたち野東2-20-6

873-1501

小児 ・ア ・内

木・土午後・日・祝

9:00～12:00
土9:00～12:30

14:00～ 18:00
平日14:00～15:00は
健診･予防接種のみ

46 まつなみクリニック

ひたち野東4-7-1

873-5111

内・外・消・胃

水・日・祝

9:00～11:30

月･火･木･金のみ15:00～17:30
土15:00まで完全予約制

47 みどり野外科胃腸科

南4-39-2

873-6151

外・胃・整形・泌・内

水午後・木・土午後・日午後・祝・第2土・第３日

9:00～12:00

14:00～18:00

48 村山内科クリニック

南1-6-40
クリニックビル牛久2階

874-4321

内・呼・生活習慣病・糖代

水午後・土午後・日・祝・第2.4木

9:00～12:00

14:00～18:00

49 米山医院

栄町6-57-2

873-3685

内・胃・訪問①

木・日・祝

9:00～12:00

休診

臨時休診あり

※土・日は受付時間変更あり。要問い合わせ

9:30～12:30

月9:30～11:00 15:00～18:30

※初診・前回より期間があいた受診・予防接種の受付は30分前まで

14:30～17:00
※原則：予約制

10:00～13:00

15:00～18:00
火・金のみ1５:00～20:00
※受付・診療開始20分前

※原則：予約制・受付は30分前に終了

