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1 県央 国立病院機構　水戸医療センター 東茨城郡茨城町280 029-240-7711 7月31日 火 生徒 不要 病院 病院 生徒 必須

2 県央 国立病院機構　水戸医療センター 東茨城郡茨城町280 029-240-7711 8月3日 金 生徒 不要 病院 病院 生徒 必須

3 県央 水戸赤十字病院 水戸市三の丸3-12-48 029-221-5177 7月24日 火 病院 病院 病院 病院 生徒 不要

4 県央 水戸赤十字病院 水戸市三の丸3-12-48 029-221-5177 8月7日 火 病院 病院 病院 病院 生徒 不要

5 県央 水戸済生会総合病院 水戸市双葉台3-3-10 029-254-5151 8月16日 木 病院 不要 病院 病院 生徒 自由意志 上履き又は体育館シューズを必ず持参してください。

6 県央 総合病院水戸協同病院 水戸市宮町3-2-7 029-231-2371 7月24日 火 生徒 不要 病院 不要 生徒 不要 髪が長い人はきちんとまとめてほしいのでゴムなど忘れないようにしてください。水分持参でお願いします。

7 県央 総合病院水戸協同病院 水戸市宮町3-2-7 029-231-2371 7月25日 水 生徒 不要 病院 不要 生徒 不要 髪が長い人はきちんとまとめてほしいのでゴムなど忘れないようにしてください。水分持参でお願いします。

8 県央 総合病院水戸協同病院 水戸市宮町3-2-7 029-231-2371 7月26日 木 生徒 不要 病院 不要 生徒 不要 髪が長い人はきちんとまとめてほしいのでゴムなど忘れないようにしてください。水分持参でお願いします。

9 県央 総合病院水戸協同病院 水戸市宮町3-2-7 029-231-2371 7月31日 火 生徒 不要 病院 不要 生徒 不要 髪が長い人はきちんとまとめてほしいのでゴムなど忘れないようにしてください。水分持参でお願いします。

10 県央 総合病院水戸協同病院 水戸市宮町3-2-7 029-231-2371 8月1日 水 生徒 不要 病院 不要 生徒 不要 髪が長い人はきちんとまとめてほしいのでゴムなど忘れないようにしてください。水分持参でお願いします。

11 県央 水府病院 水戸市赤塚1-1 029-309-5000 8月22日 水 病院 不要 生徒 生徒 生徒 不要

12 県央 水戸中央病院 水戸市六反田町1136-1 029-309-8600 8月8日 水 不要 不要 病院 不要 生徒 不要 当日、発熱や咳、下痢等の体調不良時には無理に来院しないようにしてください。

13 県央 丹野病院 水戸市酒門町仲田4887 029-226-6555 7月30日 月 病院 不要 生徒 病院 生徒 ※ 予防接種(麻疹)※抗体値検査を希望します。免疫が不十分な方は予防接種をお願いします。

14 県央 石崎病院 東茨城郡茨城町上石崎4698 029-293-7155 8月1日 水 生徒 不要 生徒 病院 生徒 不要

15 県央 石崎病院 東茨城郡茨城町上石崎4698 029-293-7155 8月8日 水 生徒 不要 生徒 病院 生徒 不要

16 県央 石崎病院 東茨城郡茨城町上石崎4698 029-293-7155 8月22日 水 生徒 不要 生徒 病院 生徒 不要

17 県央 城南病院 水戸市城南3-15-17 029-226-3021 8月21日 火 生徒 不要 病院 生徒 生徒 不要 白い靴下、スニーカーなどの動きやすい靴、筆記用具、飲み物を準備してください。

18 県央 城南病院 水戸市城南3-15-17 029-226-3021 8月23日 木 生徒 不要 病院 生徒 生徒 不要 白い靴下、スニーカーなどの動きやすい靴、筆記用具、飲み物を準備してください。

19 県央 大久保病院 水戸市石川4-4040-32 029-254-4555 7月30日 月 病院 不要 病院 不要 生徒 不要

20 県央 大久保病院 水戸市石川4-4040-32 029-254-4555 7月31日 火 病院 不要 病院 不要 生徒 不要

21 県央 大久保病院 水戸市石川4-4040-32 029-254-4555 8月1日 水 病院 不要 病院 不要 生徒 不要

22 県央 大久保病院 水戸市石川4-4040-32 029-254-4555 8月2日 木 病院 不要 病院 不要 生徒 不要

23 県央 大久保病院 水戸市石川4-4040-32 029-254-4555 8月3日 金 病院 不要 病院 不要 生徒 不要

24 県央 大久保病院 水戸市石川4-4040-32 029-254-4555 8月9日 木 病院 不要 病院 不要 生徒 不要

25 県央 大久保病院 水戸市石川4-4040-32 029-254-4555 8月10日 金 病院 不要 病院 不要 生徒 不要

26 県央 大久保病院 水戸市石川4-4040-32 029-254-4555 8月20日 月 病院 不要 病院 不要 生徒 不要

27 県央 大久保病院 水戸市石川4-4040-32 029-254-4555 8月21日 火 病院 不要 病院 不要 生徒 不要

28 県央 大久保病院 水戸市石川4-4040-32 029-254-4555 8月22日 水 病院 不要 病院 不要 生徒 不要

29 県央 大久保病院 水戸市石川4-4040-32 029-254-4555 8月23日 木 病院 不要 病院 不要 生徒 不要

30 県央 大久保病院 水戸市石川4-4040-32 029-254-4555 8月24日 金 病院 不要 病院 不要 生徒 不要

31 県央 大久保病院 水戸市石川4-4040-32 029-254-4555 8月27日 月 病院 不要 病院 不要 生徒 不要

平成30年度高校生の一日看護体験申し込み（様式１）
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32 県央 大久保病院 水戸市石川4-4040-32 029-254-4555 8月28日 火 病院 不要 病院 不要 生徒 不要

33 県央 大久保病院 水戸市石川4-4040-32 029-254-4555 8月29日 水 病院 不要 病院 不要 生徒 不要

34 県央 大久保病院 水戸市石川4-4040-32 029-254-4555 8月30日 木 病院 不要 病院 不要 生徒 不要

35 県央 大久保病院 水戸市石川4-4040-32 029-254-4555 8月31日 金 病院 不要 病院 不要 生徒 不要

36 県央 県立こども病院 水戸市双葉台3-3-1 029-254-1151 7月31日 火 生徒 不要 生徒 生徒 生徒 必須
予防接種（麻疹、風疹、水痘）。参加者には白いスニーカー（新品または洗ったもの）を準備していただけるよ
うお願いします。受付は9：30～で開始時間は10：00～、終了時間は16：00～となります。

37 県央 東前病院 水戸市東前2-28 029-240-5101 8月2日 木 生徒 不要 生徒 生徒 病院 不要

38 県央 東前病院 水戸市東前2-28 029-240-5101 8月9日 木 生徒 不要 生徒 生徒 病院 不要

39 県央 東前病院 水戸市東前2-28 029-240-5101 8月23日 木 生徒 不要 生徒 生徒 病院 不要

40 県央 県立中央病院 笠間市鯉淵6528 0296-77-1121 8月28日 火 病院 不要 病院 生徒 生徒 必須 予防接種（麻疹、風疹、水痘）。上履きとして清潔な白い運動靴を準備してください。

41 県央 県立こころの医療センター 笠間市旭町654 0296-77-1151 8月7日 火 病院 生徒 病院 病院 生徒 不要

42 県央 県立こころの医療センター 笠間市旭町654 0296-77-1151 8月10日 金 病院 生徒 病院 病院 生徒 不要

43 県央 愛成会記念茨城福祉医療センター 水戸市元吉田1872-1 029-353-7171（内線5010） 8月3日 金 生徒 生徒 生徒 生徒 生徒 必須 予防接種（麻疹、風疹、水痘）

44 県央 愛成会記念茨城福祉医療センター 水戸市元吉田1872-1 029-353-7171（内線5010） 8月13日 月 生徒 生徒 生徒 生徒 生徒 必須 予防接種（麻疹、風疹、水痘）

45 県央 愛成会記念茨城福祉医療センター 水戸市元吉田1872-1 029-353-7171（内線5010） 8月24日 金 生徒 生徒 生徒 生徒 生徒 必須 予防接種（麻疹、風疹、水痘）

46 県央 国立病院機構茨城東病院 那珂郡東海村照沼825 029-282-1151 7月25日 水 病院 不要 病院 不要 生徒 不要

47 県央 ㈱日立製作所ひたちなか総合病院 ひたちなか市石川町20-1 029-354-6589 8月2日 木 病院 不要 生徒 生徒 生徒 自由意志 名札を必ず準備してきてください。

48 県央 ㈱日立製作所ひたちなか総合病院 ひたちなか市石川町20-1 029-354-6589 8月3日 金 病院 不要 生徒 生徒 生徒 自由意志 名札を必ず準備してきてください。

49 県央 村立東海病院 東海村村松2081-2 029-282-2188 7月24日 火 病院 不要 病院 不要 生徒 必須 予防接種（麻疹）。白いシューズを持参（体育館シューズ可）

50 県央 村立東海病院 東海村村松2081-2 029-282-2188 7月27日 金 病院 不要 病院 不要 生徒 必須 予防接種（麻疹）。白いシューズを持参（体育館シューズ可）

51 県央 栗田病院 那珂市豊喰505 029-298-0175 8月16日 木 病院 不要 不要 病院 病院 不要

52 県央 栗田病院 那珂市豊喰505 029-298-0175 8月23日 木 病院 不要 不要 病院 病院 不要

53 県央 栗田病院 那珂市豊喰505 029-298-0175 8月27日 月 病院 不要 不要 病院 病院 不要

54 県北 志村大宮病院 常陸大宮市上町313 0295-53-1111 8月8日 水 病院 不要 病院 不要 生徒 不要

55 県北 志村大宮病院 常陸大宮市上町313 0295-53-1111 8月22日 水 病院 不要 病院 不要 生徒 不要

56 県北 志村大宮病院 常陸大宮市上町313 0295-53-1111 8月29日 水 病院 不要 病院 不要 生徒 不要

57 県央 小豆畑病院 那珂市菅谷605 029-295-2611 8月2日 木 病院 病院 病院 病院 病院 必須 体験、見学の希望がありましたら事前にお知らせいただければ可能な範囲で調整致します。

58 県央 小豆畑病院 那珂市菅谷605 029-295-2611 8月9日 木 病院 病院 病院 病院 病院 必須 体験、見学の希望がありましたら事前にお知らせいただければ可能な範囲で調整致します。

59 県央 小豆畑病院 那珂市菅谷605 029-295-2611 8月16日 木 病院 病院 病院 病院 病院 必須 体験、見学の希望がありましたら事前にお知らせいただければ可能な範囲で調整致します。

60 県央 西山堂慶和病院 那珂市鴻巣3247-1 029-295-5121 7月30日 月 病院 不要 病院 病院 生徒 不要

61 県央 西山堂慶和病院 那珂市鴻巣3247-1 029-295-5121 7月31日 火 病院 不要 病院 病院 生徒 不要

62 県北 西山堂病院 常陸太田市木崎二町931-2 0294-725121 7月31日 火 病院 不要 病院 病院 病院 不要
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63 県北 大山病院 常陸太田市金井町4810 0294-72-6161 7月24日 火 生徒 不要 生徒 不要 生徒 不要

64 県北 大山病院 常陸太田市金井町4810 0294-72-6161 7月26日 木 生徒 不要 生徒 不要 生徒 不要

65 県北 大山病院 常陸太田市金井町4810 0294-72-6161 7月27日 金 生徒 不要 生徒 不要 生徒 不要

66 県北 ㈱日立製作所　日立総合病院 日立市城南町2-1-1 0294-23-1111 8月6日 月 病院 病院 病院 病院 生徒 不要 白スニーカーまたは白い上履き、白いソックス、髪止めのゴム、ピン、ネットの準備をお願いします。

67 県北 ㈱日立製作所　日立総合病院 日立市城南町2-1-1 0294-23-1111 8月20日 月 病院 病院 病院 病院 生徒 不要 白スニーカーまたは白い上履き、白いソックス、髪止めのゴム、ピン、ネットの準備をお願いします。

68 県北 ㈱日立製作所　日立総合病院 日立市城南町2-1-1 0294-23-1111 8月27日 月 病院 病院 病院 病院 生徒 不要 白スニーカーまたは白い上履き、白いソックス、髪止めのゴム、ピン、ネットの準備をお願いします。

69 県北 ひたち医療センター 日立市鮎川町2-8-16 0294-36-2551 8月20日 月 病院 不要 病院 病院 生徒 不要

70 県北 ひたち医療センター 日立市鮎川町2-8-16 0294-36-2551 8月22日 水 病院 不要 病院 病院 生徒 不要

71 県北 ひたち医療センター 日立市鮎川町2-8-16 0294-36-2551 8月24日 金 病院 不要 病院 病院 生徒 不要

72 県北 回春荘病院 日立市大みか町6-17-1 0294-52-3115 8月23日 木 病院 不要 病院 病院 病院 必須 予防接種（麻疹）、上履きを準備してください。

73 県北 大原神経科病院 日立市大みか町1-13-18 0294-52-4352 7月30日 月 生徒 不要 生徒 不要 生徒 必須 予防接種（麻疹、風疹、水痘）

74 県北 大原神経科病院 日立市大みか町1-13-18 0294-52-4352 8月2日 木 生徒 不要 生徒 不要 生徒 必須 予防接種（麻疹、風疹、水痘）

75 県北 大原神経科病院 日立市大みか町1-13-18 0294-52-4352 8月6日 月 生徒 不要 生徒 不要 生徒 必須 予防接種（麻疹、風疹、水痘）

76 県北 日立梅ヶ丘病院 日立市大久保町2409-3 0294-34-2103 7月25日 水 生徒 生徒 生徒 病院 生徒 不要

77 県北 日立梅ヶ丘病院 日立市大久保町2409-3 0294-34-2103 8月1日 水　 生徒 生徒 生徒 病院 生徒 不要

78 県北 日立梅ヶ丘病院 日立市大久保町2409-3 0294-34-2103 8月8日 水 生徒 生徒 生徒 病院 生徒 不要

79 県北 県北医療センター高萩協同病院 高萩市大字上手綱字上ケ穂町1006-9 0293-23-1122 7月27日 金 不要 不要 不要 生徒 生徒 不要 白衣を準備するので白い靴下と白いシューズを準備。髪が肩にかかる場合は髪留めを準備してください。

80 県北 県北医療センター高萩協同病院 高萩市大字上手綱字上ケ穂町1006-9 0293-23-1122 7月30日 月 不要 不要 不要 生徒 生徒 不要 白衣を準備するので白い靴下と白いシューズを準備。髪が肩にかかる場合は髪留めを準備してください。

81 県北 瀧病院 北茨城市磯原町磯原2-305 0293-42-1221 8月6日 月 病院 不要 生徒 病院 病院 必須 予防接種（麻疹、風疹、水痘、耳下腺炎）、水分は持参してください

82 県北 瀧病院 北茨城市磯原町磯原2-305 0293-42-1221 8月20日 月 病院 不要 生徒 病院 病院 必須 予防接種（麻疹、風疹、水痘、耳下腺炎）、水分は持参してください

83 県北 やすらぎの丘温泉病院 高萩市大字下手綱1951-6 0293-24-1212 7月25日 水 病院 不要 病院 病院 生徒 不要

84 県北 高萩それいゆ病院 高萩市上手綱赤塚268 0293-24-0770 8月6日 月 病院 不要 病院 不要 生徒 不要

85 県北 高萩それいゆ病院 高萩市上手綱赤塚268 0293-24-0770 8月20日 月 病院 不要 病院 不要 生徒 不要

86 県北 高萩それいゆ病院 高萩市上手綱赤塚268 0293-24-0770 8月27日 月 病院 不要 病院 不要 生徒 不要

87 県北 北茨城市民病院 北茨城市関南町関本下1050 0293-46-1121 8月3日 金 病院 不要 病院 不要 生徒 不要 昼食は売店及び食堂を利用できます

88 県北 北茨城市民病院 北茨城市関南町関本下1050 0293-46-1121 8月10日 金 病院 不要 病院 不要 生徒 不要 昼食は売店及び食堂を利用できます

89 県北 北茨城市民病院 北茨城市関南町関本下1050 0293-46-1121 8月24日 金 病院 不要 病院 不要 生徒 不要 昼食は売店及び食堂を利用できます

90 鹿行 土浦協同病院なめがた地域医療センター 行方市井上藤井98-8 0299-56-0600 7月26日 木 病院 不要 病院 病院 生徒 必須

91 鹿行 土浦協同病院なめがた地域医療センター 行方市井上藤井98-8 0299-56-0600 7月27日 金 病院 不要 病院 病院 生徒 必須

92 鹿行 白十字総合病院 神栖市賀2148 0299-92-3311 7月24日 火 病院 不要 病院 不要 生徒 不要
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93 鹿行 小山記念病院 鹿嶋市厨5丁目1-2 0299-85-1111 8月2日 木 病院 不要 病院 生徒 生徒 不要

94 鹿行 小山記念病院 鹿嶋市厨5丁目1-2 0299-85-1111 8月9日 木 病院 不要 病院 生徒 生徒 不要

95 鹿行 神栖済生会病院 神栖市知手中央7丁目2-45 0299-97-2111 8月1日 水 不要 不要 生徒 不要 生徒 必須

96 鹿行 神栖済生会病院 神栖市知手中央7丁目2-45 0299-97-2111 8月2日 木 不要 不要 生徒 不要 生徒 必須

97 県南 JAとりで医療センター 取手市本郷2-1-1 0297-74-5551 7月25日 水 病院 不要 病院 病院 生徒 必須 予防接種（麻疹、風疹、水痘）。清潔感のある髪型、爪切りをお願いします。

98 県南 JAとりで医療センター 取手市本郷2-1-1 0297-74-5551 8月8日 水 病院 不要 病院 病院 生徒 必須 予防接種（麻疹、風疹、水痘）。清潔感のある髪型、爪切りをお願いします。

99 県南 牛久愛和総合病院 牛久市猪子町896 029-873-3111 8月17日 金 病院 不要 病院 生徒 病院 必須 予防接種（麻疹、風疹、水痘）。うわばき、髪がしばれる方は顔にかからい様にしばる。

100 県南 牛久愛和総合病院 牛久市猪子町896 029-873-3111 8月21日 火 病院 不要 病院 生徒 病院 必須 予防接種（麻疹、風疹、水痘）。うわばき、髪がしばれる方は顔にかからい様にしばる。

101 県南 宮本病院 稲敷町幸田1247 0299-79-2114 7月31日 火 病院 不要 病院 病院 病院 不要

102 県南 みやざきホスピタル 稲敷市上根本3474 0297-87-3321 7月24日 火 病院 不要 病院 病院 病院 不要

103 県南 みやざきホスピタル 稲敷市上根本3474 0297-87-3321 7月25日 水 病院 不要 病院 病院 病院 不要

104 県南 みやざきホスピタル 稲敷市上根本3474 0297-87-3321 7月26日 木 病院 不要 病院 病院 病院 不要

105 県南 取手北相馬保健センター医師会病院 取手市野々井1926 0297-78-6111 7月24日 火 病院 不要 生徒 病院 生徒 必須
髪は束ねてきてください。白い靴（上履き可）を用意してください。麻疹予防接種は2階接種していることを確認
してください。

106 県南 取手北相馬保健センター医師会病院 取手市野々井1926 0297-78-6111 7月31日 火 病院 不要 生徒 病院 生徒 必須
髪は束ねてきてください。白い靴（上履き可）を用意してください。麻疹予防接種は2階接種していることを確認
してください。

107 県南 取手北相馬保健センター医師会病院 取手市野々井1926 0297-78-6111 8月7日 火 病院 不要 生徒 病院 生徒 必須
髪は束ねてきてください。白い靴（上履き可）を用意してください。麻疹予防接種は2階接種していることを確認
してください。

108 県南 つくばセントラル病院 牛久市柏田町1589-3 029-872-1771 8月9日 木 病院 不要 病院 病院 病院 不要
当日、発熱等の症状が有る場合は欠席していただくよう促してください。昼食を用意させていただきますがア
レルギー等の情報をお知らせください。

109 県南 守谷慶友病院 守谷市立沢980-1 0297-45-3311 8月2日 木 病院 不要 生徒 病院 生徒 不要
接遇面の指導を学校側で教育をお願いします。健康面についても体験日には体調を整えた状態で参加をお
願いします。体調不良の際は必ず申し出をしていただきたい。

110 県南 総合守谷第一病院 守谷市松前台1-17 0297-45-5111 7月24日 火 生徒 不要 病院 生徒 生徒 不要

111 県南 総合守谷第一病院 守谷市松前台1-17 0297-45-5111 7月26日 木 生徒 不要 病院 生徒 生徒 不要

112 県南 牛尾病院 龍ケ崎市馴柴町1-15-1 0297-66-6111 7月27日 金 生徒 不要 不要 不要 生徒 不要

113 県南 牛尾病院 龍ケ崎市馴柴町1-15-1 0297-66-6111 7月31日 火 生徒 不要 不要 不要 生徒 不要

114 県南 牛尾病院 龍ケ崎市馴柴町1-15-1 0297-66-6111 8月7日 火 生徒 不要 不要 不要 生徒 不要

115 県南 龍ケ崎済生会病院 龍ケ崎市中里1丁目1 0297-63-7111 7月30日 月 病院 不要 病院 生徒 生徒 必須 病院でユニホームを貸し出すため、7月15日までに洋服のサイズ(Ｓ、Ｍ、Ｌ、ＬＬ)をお知らせいただきたい。

116 県南 龍ケ崎済生会病院 龍ケ崎市中里1丁目1 0297-63-7111 7月31日 火 病院 不要 病院 生徒 生徒 必須 病院でユニホームを貸し出すため、7月15日までに洋服のサイズ(Ｓ、Ｍ、Ｌ、ＬＬ)をお知らせいただきたい。

117 県南 茨城リハビリテーション病院 守谷市同地字仲山360 0297-48-6111 8月28日 火 病院 不要 病院 病院 病院 不要

118 県南 国立病院機構霞ヶ浦医療センター 土浦市下高津2-7-14 029-822-5050 7月24日 火 生徒 不要 生徒 生徒 生徒 必須
白衣は病院で用意しますが、下着は柄がうつらないものを着用し、髪が肩より長い場合にはヘアゴム、ヘアピ
ンを用紙してください。上靴の用意（学校で使用しているもの）をしてください。

119 県南 東京医科大学茨城医療センター 稲敷郡阿見町中央3丁目20-1 029-887-1161 8月2日 木 生徒 不要 病院 病院 生徒 不要 女性は髪を束ねるためのピン、ゴムを持参。上履きの持参してください。

120 県南 東京医科大学茨城医療センター 稲敷郡阿見町中央3丁目20-1 029-887-1161 8月23日 木 生徒 不要 病院 病院 生徒 不要 女性は髪を束ねるためのピン、ゴムを持参。上履きの持参してください。

121 県南 県南病院 土浦市中1087 029-841-1148 8月3日 金 病院 不要 生徒 病院 生徒 必須

122 県南 県南病院 土浦市中1087 029-841-1148 8月23日 木 病院 不要 生徒 病院 生徒 必須

123 県南 県南病院 土浦市中1087 029-841-1148 8月24日 金 病院 不要 生徒 病院 生徒 必須
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124 県南 神立病院 土浦市神立中央5-11-2 029-831-9711 7月24日 火 病院 不要 病院 生徒 生徒 必須 予防接種（流行性耳下腺炎、HBワクチン）

125 県南 神立病院 土浦市神立中央5-11-2 029-831-9711 7月25日 水 病院 不要 病院 生徒 生徒 必須 予防接種（流行性耳下腺炎、HBワクチン）

126 県南 神立病院 土浦市神立中央5-11-2 029-831-9711 7月26日 木 病院 不要 病院 生徒 生徒 必須 予防接種（流行性耳下腺炎、HBワクチン）

127 県南 美浦中央病院 稲敷郡美浦村宮地596 029-885-3551 7月26日 木 病院 不要 病院 生徒 生徒 必須 欠席等の（当日）の事前連絡は確実にお願いします

128 県南 美浦中央病院 稲敷郡美浦村宮地596 029-885-3551 8月2日 木 病院 不要 病院 生徒 生徒 必須 欠席等の（当日）の事前連絡は確実にお願いします

129 県南 美浦中央病院 稲敷郡美浦村宮地596 029-885-3551 8月9日 木 病院 不要 病院 生徒 生徒 必須 欠席等の（当日）の事前連絡は確実にお願いします

130 県南 豊後荘病院 石岡市部原760 0299-44-3211 7月24日 火 生徒 不要 生徒 不要 生徒 不要

131 県南 豊後荘病院 石岡市部原760 0299-44-3211 7月31日 火 生徒 不要 生徒 不要 生徒 不要

132 県南 豊後荘病院 石岡市部原760 0299-44-3211 8月7日 火 生徒 不要 生徒 不要 生徒 不要

133 県南 石岡第一病院 石岡市東府中1-7 0299-22-5151 7月24日 火 病院 不要 病院 生徒 生徒 必須 予防接種（麻疹、風疹、水痘）

134 県南 石岡第一病院 石岡市東府中1-7 0299-22-5151 7月25日 水 病院 不要 病院 生徒 生徒 必須 予防接種（麻疹、風疹、水痘）

135 県南 石岡第一病院 石岡市東府中1-7 0299-22-5151 7月31日 火 病院 不要 病院 生徒 生徒 必須 予防接種（麻疹、風疹、水痘）

136 県南 石岡第一病院 石岡市東府中1-7 0299-22-5151 8月27日 月 病院 不要 病院 生徒 生徒 必須 予防接種（麻疹、風疹、水痘）

137 県南 県立医療大学付属病院 稲敷郡阿見町阿見4733 029-888-9251 8月7日 火 病院 不要 病院 病院 生徒 必須 予防接種（麻疹、風疹、水痘）

138 県南 総合病院土浦協同病院 土浦市おおつ野4丁目1-1 029-830-3711 8月2日 木 不要 不要 生徒 生徒 生徒 必須
体操着、靴は必須ですので必ず持参してください。準備の都合上、欠席、遅刻をする場合は事前連絡をする
ようにお願い致します。ネーム、及びネームホルダ―（学校名、氏名、ふりがな）の持参をお願いします。

139 県南 総合病院土浦協同病院 土浦市おおつ野4丁目1-1 029-830-3711 8月3日 金 不要 不要 生徒 生徒 生徒 必須
体操着、靴は必須ですので必ず持参してください。準備の都合上、欠席、遅刻をする場合は事前連絡をする
ようにお願い致します。ネーム、及びネームホルダ―（学校名、氏名、ふりがな）の持参をお願いします。

140 県南 筑波学園病院 つくば市上横場2573-1 029-836-1355 7月27日 金 不要 不要 不要 生徒 生徒 必須
予防接種（麻疹、風疹、水痘）。昨年体操服を忘れた方がいるため忘れ物をしないよう指導お願いします。集
合時間の厳守をお願いします。

141 県南 筑波学園病院 つくば市上横場2573-1 029-836-1355 8月3日 金 不要 不要 不要 生徒 生徒 必須
予防接種（麻疹、風疹、水痘）。昨年体操服を忘れた方がいるため忘れ物をしないよう指導お願いします。集
合時間の厳守をお願いします。

142 県南 筑波記念病院 つくば市要1187-299 029-864-1212 8月9日 木 生徒 不要 病院 病院 生徒 不要 白衣は準備します。白いシューズを持参してください。上履きで大丈夫です。

143 県南 筑波記念病院 つくば市要1187-299 029-864-1212 8月23日 木 生徒 不要 病院 病院 生徒 不要 白衣は準備します。白いシューズを持参してください。上履きで大丈夫です。

144 県南 筑波大学附属病院 つくば市天久保2-1-1 029-853-3823 8月2日 木 病院 不要 生徒 病院 生徒 必須

145 県南 筑波大学附属病院 つくば市天久保2-1-1 029-853-3823 8月7日 火 病院 不要 生徒 病院 生徒 必須

146 県南 筑波メディカルセンター病院 つくば市天久保1-3-1 029-851-3511 8月7日 火 病院 不要 病院 生徒 生徒 必須 予防接種（麻疹、風疹、水痘）

147 県南 筑波メディカルセンター病院 つくば市天久保1-3-1 029-851-3511 8月28日 火 病院 不要 病院 生徒 生徒 必須 予防接種（麻疹、風疹、水痘）

148 県南 いちはら病院 つくば市大曽根3681 029-864-0303 7月23日 月 生徒 不要 病院 病院 生徒 不要 麻疹の予防接収の済、未の確認をしたいです。

149 県南 いちはら病院 つくば市大曽根3681 029-864-0303 7月24日 火 生徒 不要 病院 病院 生徒 不要 麻疹の予防接収の済、未の確認をしたいです。

150 県南 つくば双愛病院 つくば市高崎1008 029-873-2511 7月24日 火 生徒 不要 生徒 病院 生徒 不要

151 県南 つくば双愛病院 つくば市高崎1008 029-873-2511 7月31日 火 生徒 不要 生徒 病院 生徒 不要

152 県南 つくば双愛病院 つくば市高崎1008 029-873-2511 8月7日 火 生徒 不要 生徒 病院 生徒 不要

153 県西 筑西市民病院 筑西市玉戸1658 0296-28-2261 8月1日 水 不要 不要 病院 病院 生徒 不要 服装についてですが、当日病院でスクラブ、パンツを準備し着替えていただきますのでエプロンは不要です。

154 県西 筑西市民病院 筑西市玉戸1658 0296-28-2261 8月2日 木 不要 不要 病院 病院 生徒 不要 服装についてですが、当日病院でスクラブ、パンツを準備し着替えていただきますのでエプロンは不要です。
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155 県西 山岳荘　小松崎病院 筑西市中宿69-1 0296-24-2331 8月1日 水 生徒 不要 不要 不要 生徒 不要

156 県西 協和中央病院 筑西市門井1676-1 0296-57-611 8月9日 木 病院 不要 病院 病院 生徒 不要

157 県西 城西病院 結城市結城10745-24 0296-33-2111 8月1日 水 病院 生徒 病院 生徒 生徒 不要 病院のユニホームを着用していただこうと考えております。サイズ等が分かれば教えてください。

158 県西 県西総合病院 桜川市鍬田604 0296-75-3171 7月24日 火 病院 不要 病院 生徒 生徒 必須

159 県西 県西総合病院 桜川市鍬田604 0296-75-3171 7月26日 木 病院 不要 病院 生徒 生徒 必須

160 県西 結城病院 結城市結城9629-1 0296-33-4161 7月26日 木 病院 不要 不要 不要 病院 不要
予防接種については自己責任でお願いしたいと思います。感染症のリスクはつねに存在する場所に体験に
来るということは理解していただきたい。

161 県南 きぬ医師会病院 常総市新井木町13-3 0297-23-1771 8月7日 火 病院 病院 生徒 生徒 生徒 必須

162 県南 きぬ医師会病院 常総市新井木町13-3 0297-23-1771 8月8日 水 病院 病院 生徒 生徒 生徒 必須

163 県南 きぬ医師会病院 常総市新井木町13-3 0297-23-1771 8月9日 木 病院 病院 生徒 生徒 生徒 必須

164 県西 湖南病院 下妻市長塚48-1 0296-44-2556 8月2日 木 病院 不要 病院 病院 病院 必須

165 県西 ホスピタル坂東 坂東市沓掛411 0297-44-2000 7月26日 木 生徒 不要 生徒 病院 病院 必須 予防接種（麻疹、風疹、水痘）

166 県西 古河赤十字病院 古河市下山町1150 0280-23-7111 8月2日 木 病院 病院 病院 生徒 生徒 不要

167 県西 古河赤十字病院 古河市下山町1150 0280-23-7111 8月9日 木 病院 病院 病院 生徒 生徒 不要

168 県西 茨城西南医療センター病院 猿島郡境町2190 0280-87-8111 8月21日 火 生徒 不要 不要 不要 生徒 必須 予防接種（麻疹、風疹、水痘、ムンプス）

169 県西 猿島厚生病院 古河市西牛谷737 0280-98-2231 8月3日 金 生徒 不要 生徒 生徒 生徒 不要

170 県西 総和中央病院 古河市駒羽根825-1 0280-92-7055 8月2日 木 病院 不要 病院 不要 生徒 不要

171 県西 総和中央病院 古河市駒羽根825-1 0280-92-7055 8月16日 木 病院 不要 病院 不要 生徒 不要

172 県西 友愛記念病院 古河市東牛谷707 0280-97-3000 7月26日 木 病院 不要 生徒 不要 生徒 不要 体操着、体育館シューズ持参。当日欠席する場合は必ず連絡をして下さい。

173 県西 友愛記念病院 古河市東牛谷707 0280-97-3000 8月2日 木 病院 不要 生徒 不要 生徒 不要 体操着、体育館シューズ持参。当日欠席する場合は必ず連絡をして下さい。

174 県西 友愛記念病院 古河市東牛谷707 0280-97-3000 8月21日 火 病院 不要 生徒 不要 生徒 不要 体操着、体育館シューズ持参。当日欠席する場合は必ず連絡をして下さい。

175 鹿行 鹿嶋病院 鹿嶋市平井1129-2 0299-82-1271 8月10日 金 病院 不要 病院 病院 病院 不要

176 鹿行 鹿嶋病院 鹿嶋市平井1129-2 0299-82-1271 8月17日 金 病院 不要 病院 病院 病院 不要

177 県北 常陸大宮済生会病院 常陸大宮市田子内町3033-3 0295-52-5151 7月25日 水 不要 不要 病院 病院 病院 不要 予防接種については確認だけお願いします。接種していない場合は病院にお知らせ願います。

178 県北 常陸大宮済生会病院 常陸大宮市田子内町3033-3 0295-52-5151 8月6日 月 不要 不要 病院 病院 病院 不要 予防接種については確認だけお願いします。接種していない場合は病院にお知らせ願います。

179 県北 常陸大宮済生会病院 常陸大宮市田子内町3033-3 0295-52-5151 8月9日 木 不要 不要 病院 病院 病院 不要 予防接種については確認だけお願いします。接種していない場合は病院にお知らせ願います。


