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1 石崎病院
東茨城郡茨城町

上石崎4698
029-293-7155 8月3日 水 2 生徒 不要 生徒 問わない 2回以上

2 石崎病院
東茨城郡茨城町

上石崎4698
029-293-7155 8月10日 水 2 生徒 不要 生徒 問わない 2回以上

3 石崎病院
東茨城郡茨城町

上石崎4698
029-293-7155 8月17日 水 2 生徒 不要 生徒 問わない 2回以上

4
茨城県立

こころの医療センター
笠間市旭町654 0296-77-1151 8月3日 水 3 病院 病院 生徒 必須

麻疹・風疹・

水痘・ムンプス
2回以上 別紙参照 ○

5 立川記念病院 笠間市八雲2-12-14 0296-77-7211 8月5日 金 4 病院 生徒 病院 問わない 2回以上 参加動機等をご提出ください。 ○

6 立川記念病院 笠間市八雲2-12-14 0296-77-7211 8月19日 金 4 病院 生徒 病院 問わない 2回以上 参加動機等をご提出ください。 ○

7 西山堂慶和病院 那珂市鴻巣3247-1 029-295-5121 7月29日 金 4 病院 病院 生徒 問わない 3回以上 マスクをご持参ください

8 西山堂慶和病院 那珂市鴻巣3247-1 029-295-5121 8月5日 金 4 病院 病院 生徒 問わない 3回以上 マスクをご持参ください

9 小豆畑病院 那珂市菅谷605 029-295-2611 8月4日 木 4 病院 病院 病院 必須
麻疹・風疹・

水痘
2回以上

体温や体調など観察経過表を体

験日の5日前から記録していた

だき当日ご持参ください

10 小豆畑病院 那珂市菅谷605 029-295-2611 8月18日 木 4 病院 病院 病院 必須
麻疹・風疹・

水痘
2回以上

体温や体調など観察経過表を体

験日の5日前から記録していた

だき当日ご持参ください

11 勝田病院
ひたちなか市

中根5125-2
029-272-5184 7月29日 金 2 病院 病院 生徒 必須

麻疹・風疹・

水痘
問わない

病院の用意したマスクを着用・

体験日前10日分の体温記録メ

モを当日持参・アルコール消

毒、手洗いの徹底（アルコール

負けする方は事前に教えてくだ

さい）

新型コロナウイルスワクチンに

ついて、問わないが2回以上

（3回以上）が理想

12 勝田病院
ひたちなか市

中根5125-2
029-272-5184 8月19日 金 2 病院 病院 生徒 必須

麻疹・風疹・

水痘
問わない

病院の用意したマスクを着用・

体験日前10日分の体温記録メ

モを当日持参・アルコール消

毒、手洗いの徹底（アルコール

負けする方は事前に教えてくだ

さい）

新型コロナウイルスワクチンに

ついて、問わないが2回以上

（3回以上）が理想

13
水戸ブレイン

ハートセンター
水戸市青柳町4028 029-222-7007 8月10日 水 4 病院 病院 生徒 問わない 3回以上

数日前からの感染対策、体調管

理、同居者の感染状況等の報告

感染状況により中止となる可能

性があります。

14 東前病院 水戸市東前2丁目28 029-240-5101 7月28日 木 2 生徒 生徒 病院 問わない 2回以上
体験7日前からの体温、体調報

告を持参してくだい

参加日当日に抗原検査を実施

し、来院時に結果を持参してい

ただきます（自費）

15 東前病院 水戸市東前2丁目28 029-240-5101 8月4日 木 2 生徒 生徒 病院 問わない 2回以上
体験7日前からの体温、体調報

告を持参してくだい

参加日当日に抗原検査を実施

し、来院時に結果を持参してい

ただきます（自費）
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16 東前病院 水戸市東前2丁目28 029-240-5101 8月18日 木 2 生徒 生徒 病院 問わない 2回以上
体験7日前からの体温、体調報

告を持参してくだい

参加日当日に抗原検査を実施

し、来院時に結果を持参してい

ただきます（自費）

17 大久保病院 水戸市石川4-4040-32 029-254-4555 8月1日 月 6 病院 病院 生徒 問わない 2回以上
当日は自宅で検温し、来院時は

マスクを着用してください。

当日は「健康チェックシート」

を記入していただきます。体験

２週間前からの外出は最小限に

してください。体育館シューズ

を持参してください。

18 大久保病院 水戸市石川4-4040-32 029-254-4555 8月4日 木 6 病院 病院 生徒 問わない 2回以上
当日は自宅で検温し、来院時は

マスクを着用してください。

当日は「健康チェックシート」

を記入していただきます。体験

２週間前からの外出は最小限に

してください。体育館シューズ

を持参してください。

19 大久保病院 水戸市石川4-4040-32 029-254-4555 8月5日 金 6 病院 病院 生徒 問わない 2回以上
当日は自宅で検温し、来院時は

マスクを着用してください。

当日は「健康チェックシート」

を記入していただきます。体験

２週間前からの外出は最小限に

してください。体育館シューズ

を持参してください。

20 汐ケ崎病院 水戸市大串町715 029-269-2226 7月27日 水 6 生徒 病院 生徒 必須
麻疹・風疹・

水痘・ムンプス
3回以上

疑似症状がある場合は休んでく

ださい。検温してから来てくだ

さい。院内に持ち込まないよう

体調管理と感染予防の徹底をお

願いします。

21 汐ケ崎病院 水戸市大串町715 029-269-2226 8月5日 金 6 生徒 病院 生徒 必須
麻疹・風疹・

水痘・ムンプス
3回以上

疑似症状がある場合は休んでく

ださい。検温してから来てくだ

さい。院内に持ち込まないよう

体調管理と感染予防の徹底をお

願いします。

22 汐ケ崎病院 水戸市大串町715 029-269-2226 8月24日 水 6 生徒 病院 生徒 必須
麻疹・風疹・

水痘・ムンプス
3回以上

疑似症状がある場合は休んでく

ださい。検温してから来てくだ

さい。院内に持ち込まないよう

体調管理と感染予防の徹底をお

願いします。
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23 水戸赤十字病院 水戸市三の丸3-12-48 029-221-5177 8月2日 火 15 病院 病院 生徒 必須
麻疹・風疹・

水痘
3回以上

2週間前からの健康観察。3回

のコロナワクチン未接種の場合

は受入3日以内のPCR検査陰性

結果の写しをご持参ください。

3回目ワクチン接種証明書写し

をご持参ください。

当日体温37℃以上の場合は受

入中止とさせていただきます

24 水戸赤十字病院 水戸市三の丸3-12-48 029-221-5177 8月9日 火 30 病院 病院 生徒 必須
麻疹・風疹・

水痘
3回以上

2週間前からの健康観察。3回

のコロナワクチン未接種の場合

は受入3日以内のPCR検査陰性

結果の写しをご持参ください。

3回目ワクチン接種証明書写し

をご持参ください。

当日体温37℃以上の場合は受

入中止とさせていただきます

25 城南病院 水戸市城南3-15-17 029-226-3021 7月26日 火 5 病院 病院 不要 問わない 3回以上
体験前日に抗原検査をお願いい

たします（自費負担）

実施時間は感染対策のため9：

00～13：00といたします。ま

た、感染状況では実習受入中止

となる場合もあります

26 城南病院 水戸市城南3-15-17 029-226-3021 8月9日 火 5 病院 病院 不要 問わない 3回以上
体験前日に抗原検査をお願いい

たします（自費負担）

実施時間は感染対策のため9：

00～13：00といたします。ま

た、感染状況では実習受入中止

となる場合もあります

27 城南病院 水戸市城南3-15-17 029-226-3021 8月23日 火 5 病院 病院 不要 問わない 3回以上
体験前日に抗原検査をお願いい

たします（自費負担）

実施時間は感染対策のため9：

00～13：00といたします。ま

た、感染状況では実習受入中止

となる場合もあります

28 北水会記念病院 水戸市東原3-2-1 029-303-3003 7月29日 金 2 病院 病院 生徒 問わない 問わない
感染により変更等する場合がご

ざいます

29 北水会記念病院 水戸市東原3-2-1 029-303-3003 8月19日 金 2 病院 病院 生徒 問わない 問わない
感染により変更等する場合がご

ざいます

30 茨城県立こども病院 水戸市双葉台3-3-10 029-254-1151 8月3日 水 10 生徒 病院 不要 必須

麻疹（必須）・

風疹（推奨）・

水痘（必須）・

流行性耳下腺炎

（推奨）

問わない

家庭内に陽性者または濃厚接触

者、体調不良者がいる場合は不

参加をお願いいたします。

実施時間は感染対策のため9：

00～12：00といたします。

31 茨城県立こども病院 水戸市双葉台3-3-10 029-254-1151 8月6日 土 10 生徒 病院 不要 必須

麻疹（必須）・

風疹（推奨）・

水痘（必須）・

流行性耳下腺炎

（推奨）

問わない

家庭内に陽性者または濃厚接触

者、体調不良者がいる場合は不

参加をお願いいたします。

実施時間は感染対策のため9：

00～12：00といたします。
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32 水戸済生会総合病院 水戸市双葉台3-3-10 029-254-5151 8月3日 水 30 病院 病院 生徒 問わない 2回以上

体験２週間前からの行動注意と

1日2回（朝・夕）の体温測定

と症状観察。家庭内に陽性者ま

たは濃厚接触者がいれば看護体

感は不参加としてほしいです。

運動靴、体育館シューズを準備

してください。

33 総合病院水戸協同病院 水戸市宮町3-2-7 029-231-2371 7月29日 金 15 生徒 生徒 生徒 必須
麻疹・風疹・

水痘・ムンプス
3回以上

体験2週間前より検温測定の実

施。県外や遊戯施設等への外出

は自粛をお願いします。

別紙「赴任者・実習・見学者等

行動調査票」を当日ご持参くだ

さい。

○

34 総合病院水戸協同病院 水戸市宮町3-2-7 029-231-2371 8月18日 木 15 生徒 生徒 生徒 必須
麻疹・風疹・

水痘・ムンプス
3回以上

体験2週間前より検温測定の実

施。県外や遊戯施設等への外出

は自粛をお願いします。

別紙「赴任者・実習・見学者等

行動調査票」を当日ご持参くだ

さい。

○

35 総合病院水戸協同病院 水戸市宮町3-2-7 029-231-2371 8月23日 火 15 生徒 生徒 生徒 必須
麻疹・風疹・

水痘・ムンプス
3回以上

体験2週間前より検温測定の実

施。県外や遊戯施設等への外出

は自粛をお願いします。

別紙「赴任者・実習・見学者等

行動調査票」を当日ご持参くだ

さい。

○

36 北茨城市民病院
北茨城市

関南町関本下1050
0293-46-1121 8月19日 金 6 病院 病院 生徒 問わない 問わない

発熱、体調不良時は当日の参加

は控えてください・当日は検温

を行った上でご参加ください。

来院後体調確認をさせていただ

きます。マスクを着用しご参加

ください。

37 北茨城市民病院
北茨城市

関南町関本下1050
0293-46-1121 8月26日 金 6 病院 病院 生徒 問わない 問わない

発熱、体調不良時は当日の参加

は控えてください・当日は検温

を行った上でご参加ください。

来院後体調確認をさせていただ

きます。マスクを着用しご参加

ください。

38 瀧病院
北茨城市

磯原町磯原2丁目305
0293-42-1221 8月3日 水 2 病院 生徒 病院 必須

麻疹・風疹・

水痘
2回以上

マスク着用、行動制限（体験

前）

39 瀧病院
北茨城市

磯原町磯原2丁目305
0293-42-1221 8月17日 水 2 病院 生徒 病院 必須

麻疹・風疹・

水痘
2回以上

マスク着用、行動制限（体験

前）

40 高萩それいゆ病院 高萩市上手綱赤塚268 0293-24-0770 7月27日 水 2 病院 病院 生徒 問わない 3回以上 別紙参照 ○

41
県北医療センター

高萩協同病院

高萩市

上手綱上ヶ穂町1006-9
0293-23-1122 8月16日 火 5 病院 生徒 生徒 必須

麻疹・風疹・

水痘
1回以上

マスクの着用と黙食をお願いい

たします。症状がある時は、不

参加でお願いいたします。

42
県北医療センター

高萩協同病院

高萩市

上手綱上ヶ穂町1006-9
0293-23-1122 8月17日 水 5 病院 生徒 生徒 必須

麻疹・風疹・

水痘
1回以上

マスクの着用と黙食をお願いい

たします。症状がある時は、不

参加でお願いいたします。

43 やすらぎの丘温泉病院 高萩市下手綱1951-6 0293-24-1212 7月29日 金 3 病院 病院 生徒 問わない 問わない



連番 病院 住所 TEL 実施日
曜

日

人

数
ｴﾌﾟﾛﾝ 名札 昼食 予防接種 種類 ｺﾛﾅﾜｸﾁﾝ その他感染対策 要望・その他準備物

別添

文書

44 やすらぎの丘温泉病院 高萩市下手綱1951-6 0293-24-1212 8月5日 金 3 病院 病院 生徒 問わない 問わない

45 志村大宮病院 常陸大宮市上町313 0295-53-1111 8月23日 火 4 生徒 病院 生徒 問わない 3回以上

体験一週間前から大勢が密集す

る場所、大勢での会食等は控え

てください。

発熱、体調不良時は当日の参加

は控えてください。

当日は検温を行った上でご参加

ください。

46 志村大宮病院 常陸大宮市上町313 0295-53-1111 8月24日 水 4 生徒 病院 生徒 問わない 3回以上

体験一週間前から大勢が密集す

る場所、大勢での会食等は控え

てください。

発熱、体調不良時は当日の参加

は控えてください。

当日は検温を行った上でご参加

ください。

47 志村大宮病院 常陸大宮市上町313 0295-53-1111 8月25日 木 4 生徒 病院 生徒 問わない 3回以上

体験一週間前から大勢が密集す

る場所、大勢での会食等は控え

てください。

発熱、体調不良時は当日の参加

は控えてください。

当日は検温を行った上でご参加

ください。

48 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 月 4 生徒 病院 病院 問わない 2回以上

当日（1週間前）体調が悪い方

はご遠慮いただきますが、後日

個別対応で看護体験をすること

が可能です・当日病院食を出し

ますのでアレルギーのある方は

事前に申し出てください

49 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29日 金 4 生徒 病院 病院 問わない 2回以上

当日（1週間前）体調が悪い方

はご遠慮いただきますが、後日

個別対応で看護体験をすること

が可能です・当日病院食を出し

ますのでアレルギーのある方は

事前に申し出てください

50 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2日 火 4 生徒 病院 病院 問わない 2回以上

当日（1週間前）体調が悪い方

はご遠慮いただきますが、後日

個別対応で看護体験をすること

が可能です・当日病院食を出し

ますのでアレルギーのある方は

事前に申し出てください

51 ひたち医療センター 日立市鮎川町2-8-16 0294-36-2551 8月3日 水 6 生徒 病院 生徒 必須
麻疹・風疹・

水痘
2回以上

マスクの着用、こまめな手洗

い、検温の実施、ソーシャル

ディスタンス、会話・咳エチ

ケットなど注意してください。

コロナ対策の実施

コロナウイルス感染症拡大がさ

れた場合は中止させていただき

ます
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52 ひたち医療センター 日立市鮎川町2-8-16 0294-36-2551 8月18日 木 6 生徒 病院 生徒 必須
麻疹・風疹・

水痘
2回以上

マスクの着用、こまめな手洗

い、検温の実施、ソーシャル

ディスタンス、会話・咳エチ

ケットなど注意してください。

コロナ対策の実施

コロナウイルス感染症拡大がさ

れた場合は中止させていただき

ます

53 ひたち医療センター 日立市鮎川町2-8-16 0294-36-2551 8月19日 金 6 生徒 病院 生徒 必須
麻疹・風疹・

水痘
2回以上

マスクの着用、こまめな手洗

い、検温の実施、ソーシャル

ディスタンス、会話・咳エチ

ケットなど注意してください。

コロナ対策の実施

コロナウイルス感染症拡大がさ

れた場合は中止させていただき

ます

54 日立おおみか病院
日立市

おおみか町2-22-30
0294-52-4455 8月1日 月 2 生徒 病院 生徒 問わない 2回以上

55 日立おおみか病院
日立市

おおみか町2-22-30
0294-52-4455 8月2日 火 2 生徒 病院 生徒 問わない 2回以上

56 日立おおみか病院
日立市

おおみか町2-22-30
0294-52-4455 8月3日 水 2 生徒 病院 生徒 問わない 2回以上

57
株式会社日立製作所

日立総合病院
日立市城南町2-1-1

0294-23-1111（内

線3011又は8330）
7月28日 木 5 不要 病院 生徒 問わない 問わない 別紙参照 ○

58
株式会社日立製作所

日立総合病院
日立市城南町2-1-1

0294-23-1111（内

線3011又は8330）
8月2日 火 5 不要 病院 生徒 問わない 問わない 別紙参照 ○

59
株式会社日立製作所

日立総合病院
日立市城南町2-1-1

0294-23-1111（内

線3011又は8330）
8月18日 木 5 不要 病院 生徒 問わない 問わない 別紙参照 ○

60 田尻ヶ丘病院 日立市田尻町3-24-1 0294-43-2323 8月3日 水 2 病院 病院 生徒 問わない 3回以上

体験10日前まで新型コロナウ

イルスの濃厚接触者ではないこ

と。3日前より体温が37℃以上

ないこと

院内では上履き（体育館シュー

ズ可）を履いていただきますの

で持参してください

61 田尻ヶ丘病院 日立市田尻町3-24-1 0294-43-2323 8月4日 木 2 病院 病院 生徒 問わない 3回以上

体験10日前まで新型コロナウ

イルスの濃厚接触者ではないこ

と。3日前より体温が37℃以上

ないこと

院内では上履き（体育館シュー

ズ可）を履いていただきますの

で持参してください

62 日立港病院 日立市みなと町11-10 0294-52-3576 8月3日 水 2 病院 病院 生徒 問わない 2回以上 別紙参照 ○

63
東京医科大学

茨城医療センター

稲敷郡阿見町

中央3-20-1
029-887-1161 8月10日 水 20 生徒 病院 生徒 必須

麻疹・風疹・

水痘・ムンプス
3回以上

2週間前からの体調チェックと

当日の体調チェックシートの持

参

○

64
東京医科大学

茨城医療センター

稲敷郡阿見町

中央3-20-1
029-887-1161 8月18日 木 20 生徒 病院 生徒 必須

麻疹・風疹・

水痘・ムンプス
3回以上

2週間前からの体調チェックと

当日の体調チェックシートの持

参

○
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65
東京医科大学

茨城医療センター

稲敷郡阿見町

中央3-20-1
029-887-1161 8月24日 水 20 生徒 病院 生徒 必須

麻疹・風疹・

水痘・ムンプス
3回以上

2週間前からの体調チェックと

当日の体調チェックシートの持

参

○

66 石岡第一病院 石岡市東府中1-7 0299-22-5151 7月26日 火 4 病院 病院 生徒 問わない 問わない

サージカルマスクの着用をお願

いいたします（生徒用意）・同

居家族に体調不良、PCR検査中

の方がある場合は体験できませ

ん

67 石岡第一病院 石岡市東府中1-7 0299-22-5151 7月27日 水 4 病院 病院 生徒 問わない 問わない

サージカルマスクの着用をお願

いいたします（生徒用意）・同

居家族に体調不良、PCR検査中

の方がある場合は体験できませ

ん

68 石岡第一病院 石岡市東府中1-7 0299-22-5151 8月3日 水 4 病院 病院 生徒 問わない 問わない

サージカルマスクの着用をお願

いいたします（生徒用意）・同

居家族に体調不良、PCR検査中

の方がある場合は体験できませ

ん

69 宮本病院 稲敷市幸田1247 0299-79-2114 7月26日 火 8 病院 病院 病院 問わない 問わない

サージカルマスクの着用(生徒

用意)、体験時フェイスガード

着用(病院で用意)。同居家族に

体調不良、PCR検査中の方があ

る場合は体験できません。

「参加時の注意事項を遵守して

ください。当日、体温が37℃

以上の場合は、受入中止とさせ

ていただきます。

70 きぬ医師会病院 常総市荒井木町13-3 0297-23-1771 8月3日 水 8 病院 生徒 生徒 必須
麻疹・風疹・

水痘
3回以上 マスクの着用

71 きぬ医師会病院 常総市荒井木町13-3 0297-23-1771 8月4日 木 8 病院 生徒 生徒 必須
麻疹・風疹・

水痘
3回以上 マスクの着用

72 きぬ医師会病院 常総市荒井木町13-3 0297-23-1771 8月5日 金 8 病院 生徒 生徒 必須
麻疹・風疹・

水痘
3回以上 マスクの着用

73
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5日 金 25 病院 病院 不要 問わない 問わない 別紙参照

実施時間は感染対策のため9：

00～13：00といたします。
○

74
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12日 金 25 病院 病院 不要 問わない 問わない 別紙参照

実施時間は感染対策のため9：

00～13：00といたします。
○

75 筑波大学附属病院 つくば市天久保2-1-1 029-853-3803 8月18日 木 28 病院 病院 生徒 必須
麻疹・風疹・

水痘
2回以上 別紙参照 ○

76 筑波大学附属病院 つくば市天久保2-1-1 029-853-3803 8月25日 木 28 病院 病院 生徒 必須
麻疹・風疹・

水痘
2回以上 別紙参照 ○
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77 筑波学園病院 つくば市上横場2573-1 029-836-1355 7月25日 月 10 生徒 生徒 不要 問わない 問わない

2週間前から体温管理表に

チェックをして持参し、朝に開

始前に提出。２週間前より密は

避ける。外出は最小限にする。

マスクの着用

各自飲み物を持参してくださ

い。実施時間は感染対策のため

9：00～13：00といたします。

○

78 筑波学園病院 つくば市上横場2573-1 029-836-1355 7月28日 木 10 生徒 生徒 不要 問わない 問わない

2週間前から体温管理表に

チェックをして持参し、朝に開

始前に提出。２週間前より密は

避ける。外出は最小限にする。

マスクの着用

各自飲み物を持参してくださ

い。実施時間は感染対策のため

9：00～13：00といたします。

○

79 筑波学園病院 つくば市上横場2573-1 029-836-1355 8月4日 木 10 生徒 生徒 不要 問わない 問わない

2週間前から体温管理表に

チェックをして持参し、朝に開

始前に提出。２週間前より密は

避ける。外出は最小限にする。

マスクの着用

各自飲み物を持参してくださ

い。実施時間は感染対策のため

9：00～13：00といたします。

○

80 いちはら病院 つくば市大曾根3681 029-864-0303 8月8日 月 4 生徒 病院 生徒 3回以上

1週間前から人混みへの外出は

控えてください。1週間前から

体温測定及び体温観察を行って

体調に変化が時は体験を中止し

てください。同居家族や接触者

に体調不良者がいる場合も体験

を中止してください。

81 いちはら病院 つくば市大曾根3681 029-864-0303 8月9日 火 4 生徒 病院 生徒 3回以上

1週間前から人混みへの外出は

控えてください。1週間前から

体温測定及び体温観察を行って

体調に変化が時は体験を中止し

てください。同居家族や接触者

に体調不良者がいる場合も体験

を中止してください。

82 筑波記念病院 つくば市要1187-299
029-864-1212（内

線6831）
7月26日 火 10 生徒 病院 生徒 問わない 問わない

実施の1週間前より発熱、咳、

咽頭痛、鼻汁等の風邪症状があ

る場合は参加をご遠慮いただき

ます。
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83
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29日 金 6 病院 病院 生徒 必須

麻疹・風疹・

水痘
2回以上

看護体験の2週間前から体調及

び実施していただき書面を提

出。感染対策上面会制限を実施

しているため面会者と誤解され

ないよう白衣を用意いたしま

す。事前にサイズをご連絡くだ

さい。マスク、アイシールドは

施設で用意いたします。

感染状況により中止する場合が

あります。また、茨城県の感染

ステージ3以上は院外の実習等

が中止となりますのでご了承く

ださい。

84
取手北相馬保健医療

センター医師会病院
取手市野々井1926 0297-78-6111 7月26日 火 3 病院 病院 生徒 必須

麻疹・風疹・

水痘
3回以上

家族（同居）が発熱ある時には

ご連絡ください。当日体温測定

をし37.0℃以上ある時にはご連

絡ください

髪は束ねてください。白い靴着

用お願いします。

85
取手北相馬保健医療

センター医師会病院
取手市野々井1926 0297-78-6111 8月2日 火 3 病院 病院 生徒 必須

麻疹・風疹・

水痘
3回以上

家族（同居）が発熱ある時には

ご連絡ください。当日体温測定

をし37.0℃以上ある時にはご連

絡ください

髪は束ねてください。白い靴着

用お願いします。

86
取手北相馬保健医療

センター医師会病院
取手市野々井1926 0297-78-6111 8月9日 火 3 病院 病院 生徒 必須

麻疹・風疹・

水痘
3回以上

家族（同居）が発熱ある時には

ご連絡ください。当日体温測定

をし37.0℃以上ある時にはご連

絡ください

髪は束ねてください。白い靴着

用お願いします。

87
JAとりで

総合医療センター
取手市本郷2-1-1 0297-74-5551 8月5日 金 12 生徒 病院 生徒 必須

麻疹・風疹・

水痘・ムンプス
問わない 別紙参照 ○

88
JAとりで

総合医療センター
取手市本郷2-1-1 0297-74-5551 8月19日 金 12 生徒 病院 生徒 必須

麻疹・風疹・

水痘・ムンプス
問わない 別紙参照 ○

89 美浦中央病院 稲敷郡美浦村宮地596 029-885-3551 7月26日 火 5 病院 病院 生徒 必須
麻疹・風疹・

水痘
2回以上

体調管理（風邪症状、腹部症

状）に注意してください。体調

不良時は体験実習の参加はご遠

慮いただきます。

室内用シューズ、水筒（飲料

水）、髪が長い方は束ねてきて

ください、爪は短く整えネイル

等は外してきてください

90 美浦中央病院 稲敷郡美浦村宮地596 029-885-3551 7月28日 水 5 病院 病院 生徒 必須
麻疹・風疹・

水痘
2回以上

体調管理（風邪症状、腹部症

状）に注意してください。体調

不良時は体験実習の参加はご遠

慮いただきます。

室内用シューズ、水筒（飲料

水）、髪が長い方は束ねてきて

ください、爪は短く整えネイル

等は外してきてください

91 美浦中央病院 稲敷郡美浦村宮地596 029-885-3551 7月29日 金 5 病院 病院 生徒 必須
麻疹・風疹・

水痘
2回以上

体調管理（風邪症状、腹部症

状）に注意してください。体調

不良時は体験実習の参加はご遠

慮いただきます。

室内用シューズ、水筒（飲料

水）、髪が長い方は束ねてきて

ください、爪は短く整えネイル

等は外してきてください

92 守谷慶友病院 守谷市立沢980-1 0297-45-3311 8月22日 月 6 病院 生徒 生徒 必須
麻疹・風疹・

水痘
3回以上

体験前（約1週間前後）は特に

人混みを避けるなどの感染対策

をお願いいたします

体調不良者がある場合はすぐに

申し出てください
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93 守谷慶友病院 守谷市立沢980-1 0297-45-3311 8月25日 木 6 病院 生徒 生徒 必須
麻疹・風疹・

水痘
3回以上

体験前（約1週間前後）は特に

人混みを避けるなどの感染対策

をお願いいたします

体調不良者がある場合はすぐに

申し出てください

95
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10日 水 4 生徒 生徒 生徒 必須

麻疹・風疹・

水痘・ムンプス
2回以上

マスクの着用。体験の１週間前

からの健康チェックと記録
清潔な白い靴

96
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17日 水 4 生徒 生徒 生徒 必須

麻疹・風疹・

水痘・ムンプス
2回以上

マスクの着用。体験の１週間前

からの健康チェックと記録
清潔な白い靴

97 総合守谷第一病院 守谷市松前台1-17 0297-45-5111 7月28日 木 12 生徒 病院 生徒 問わない 3回以上
マスクの着用・フェイスシール

ドの着用

コロナウイルス感染症拡大がさ

れた場合は中止させていただき

ます

98 総合守谷第一病院 守谷市松前台1-17 0297-45-5111 7月29日 金 12 生徒 病院 生徒 問わない 3回以上
マスクの着用・フェイスシール

ドの着用

コロナウイルス感染症拡大がさ

れた場合は中止させていただき

ます

99 牛尾病院 龍ケ崎市馴柴町1-15-1 0297-66-6111 8月25日 木 5 生徒 病院 生徒 必須
麻疹・風疹・

水痘
2回以上

体験前7日間の体温と体調

チェック

100 古河赤十字病院 古河市下山町1150 0280-23-7111 8月2日 火 15 病院 病院 生徒 問わない 2回以上

フェイスシールドの着用（病院

で用意）。体験の2週間前から

当院指定のチェック表に体温と

体調を記載してください。体験

前は大勢での会食等は控えてく

ださい。こまめな手洗い、黙食

を行ってください。

自分のマスクをご用意ください ○

101 古河赤十字病院 古河市下山町1150 0280-23-7111 8月9日 火 15 病院 病院 生徒 問わない 2回以上

フェイスシールドの着用（病院

で用意）。体験の2週間前から

当院指定のチェック表に体温と

体調を記載してください。体験

前は大勢での会食等は控えてく

ださい。こまめな手洗い、黙食

を行ってください。

自分のマスクをご用意ください ○

102 友愛記念病院 古河市東牛谷707 0280-97-3000 8月8日 月 10 生徒 生徒 生徒 問わない 2回以上 各自でマスクの準備、着用

103 友愛記念病院 古河市東牛谷707 0280-97-3000 8月12日 金 10 生徒 生徒 生徒 問わない 2回以上 各自でマスクの準備、着用

104 友愛記念病院 古河市東牛谷707 0280-97-3000 8月22日 月 10 生徒 生徒 生徒 問わない 2回以上 各自でマスクの準備、着用

105
茨城西南医療センター

病院
猿島郡境町2190 0280-87-8111 7月28日 木 30 病院 病院 生徒 問わない 2回以上

当院指定の用紙で実施日の２週

間前から健康観察をお願いしま

す

実施時間は感染対策のため9：

00～13：00といたします。

106
茨城西南

医療センター病院
猿島郡境町2190 0280-87-8111 8月10日 水 30 病院 病院 生徒 問わない 2回以上

当院指定の用紙で実施日の２週

間前から健康観察をお願いしま

す

実施時間は感染対策のため9：

00～13：00といたします。
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107
さくらがわ地域

医療センター
桜川市高森1000 0296-54-5100 8月18日 木 8 生徒 病院 生徒 必須

麻疹・風疹・

水痘
2回以上

当日、検温を実施行いチェック

リストの該当項目がないことを

確認し来院してください。

○

108
さくらがわ地域

医療センター
桜川市高森1000 0296-54-5100 8月24日 水 8 生徒 病院 生徒 必須

麻疹・風疹・

水痘
2回以上

当日、検温を実施行いチェック

リストの該当項目がないことを

確認し来院してください。

○

109 大圃病院 茨城県筑西市木戸352 0296-37-3101 8月3日 水 5 病院 生徒 生徒 問わない 問わない

実施1週間前に発熱、咳、全身

倦怠感等の感染症状がないこと

を確認させていただきます。学

校（クラブ活動）、家庭で新型

コロナウイルス感染症が発生し

ていないこと（濃厚接触者でな

いこと）を確認させていただき

ます。

上履き（体操靴可）のご用意を

お願いいたします。

110 大圃病院 茨城県筑西市木戸352 0296-37-3101 8月10日 水 5 病院 生徒 生徒 問わない 問わない

実施1週間前に発熱、咳、全身

倦怠感等の感染症状がないこと

を確認させていただきます。学

校（クラブ活動）、家庭で新型

コロナウイルス感染症が発生し

ていないこと（濃厚接触者でな

いこと）を確認させていただき

ます。

上履き（体操靴可）のご用意を

お願いいたします。

111
茨城県西部

メディカルセンター
筑西市大塚555 0296-24-9111 7月29日 金 5 病院 病院 生徒 必須

麻疹・風疹・

水痘
問わない 別紙参照

不織布マスクを各自持参してく

ださい
○

112
茨城県西部

メディカルセンター
筑西市大塚555 0296-24-9111 8月2日 火 5 病院 病院 生徒 必須

麻疹・風疹・

水痘
問わない 別紙参照

不織布マスクを各自持参してく

ださい
○

113
茨城県西部

メディカルセンター
筑西市大塚555 0296-24-9111 8月9日 火 5 病院 病院 生徒 必須

麻疹・風疹・

水痘
問わない 別紙参照

不織布マスクを各自持参してく

ださい
○

114 小松崎病院 筑西市中館2265 0296-24-2331 7月25日 月 4 生徒 生徒 病院 問わない 2回以上

マスク着用、体験日の2週間前

から発熱等の症状がないように

毎日の検温及び健康管理を行っ

てください

115 城西病院
結城市

大字結城10745-24
0296-33-2111 7月29日 金 8 病院 病院 生徒 問わない 3回以上

感染状況を見て中止する場合が

ございます

116 小山記念病院 鹿嶋市厨5-1-2 0299-85-1111 8月18日 木 5 不要 不要 不要 問わない
3回以上

最低2回

実施時間は感染対策のため9：

00～12：00といたします。

117 小山記念病院 鹿嶋市厨5-1-2 0299-85-1111 8月25日 木 5 不要 不要 不要 問わない
3回以上

最低2回

実施時間は感染対策のため9：

00～12：00といたします。
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118 白十字総合病院 神栖市賀2148 0299-92-3311 8月3日 水 15 病院 病院 生徒 必須 麻疹・風疹 3回以上

体験実習2週間前より1日1回熱

の測定と身体状況を記載した記

録用紙を持参してください。2

週間前より県をまたいでの移動

を制限してください。

時に乱れた髪型の学生がいます

ので髪を整えて体験に臨んでい

ただきたい。

119 神栖済生会病院 神栖市知手中央7-2-45 0299-97-2111 8月3日 水 6 生徒 病院 生徒 必須
麻疹・風疹・

水痘・ムンプス
2回以上 マスクの着用・黙食

120 神栖済生会病院 神栖市知手中央7-2-45 0299-97-2111 8月10日 水 6 生徒 病院 生徒 必須
麻疹・風疹・

水痘・ムンプス
2回以上 マスクの着用・黙食


