栃木県
（令和元年度）実施機関一覧表
実施機関名

所在地

電話番号

公益財団法人栃木県保健衛生事業団

栃木県宇都宮市駒生町3337-1 とちぎ健康の森３Ｆ

028-623-8181

公益財団法人 宇都宮市医療保健事業団

栃木県宇都宮市竹林町968番地

028-625-2213

（医）宇都宮健康クリニック

栃木県宇都宮市徳次郎町5-5

028-666-2201

医療法人北斗会 宇都宮東病院

栃木県宇都宮市平出町368-8

028-683-3050

医療法人社団福田会福田記念病院 健診部

栃木県真岡市上大沼127-1

0285-84-7765

小嶋内科

栃木県宇都宮市京町５－２２

028-636-5911

手塚内科

栃木県宇都宮市今泉３－１２－１２

028-621-0960

今野内科胃腸科医院

栃木県宇都宮市西川田町９３３－１

028-645-6121

永澤医院

栃木県宇都宮市野沢町２３３－３

028-655-1323

山崎小児科医院

栃木県宇都宮市新富町２－５

028-653-6745

広瀬内科小児科クリニック

栃木県宇都宮市今宮１－９－１４

028-659-0108

福田循環器科内科医院

栃木県宇都宮市若草３－１１－１１

028-622-3500

昆野クリニック

栃木県宇都宮市上籠谷町３３１４－４

028-667-5591

西川田医院

栃木県宇都宮市西川田５－６－１３

028-658-8530

天目外科胃腸科

栃木県宇都宮市ゆいの杜５－２０－２２

028-667-7000

椎名内科クリニック

栃木県宇都宮市江曽島町１３２４－２

028-659-1155

さいとう医院

栃木県宇都宮市鶴田町２６８－５

028-647-1001

伊吹内科医院

栃木県宇都宮市西川田本町２－８－１３

028-659-1601

鈴木内科クリニック

栃木県宇都宮市若松原２－４－１９

028-655-1229

海賀医院

栃木県宇都宮市宿郷３－２１－１９

028-639-0881

小島内科医院

栃木県宇都宮市東原町５－３

028-658-0849

大野クリニック

栃木県宇都宮市元今泉４－２－１５

028-639-1188

福泉医院

栃木県宇都宮市下栗１－１－１

028-639-1122

平野医院

栃木県宇都宮市氷室町１７０２

028-667-8778

坂本内科クリニック

栃木県宇都宮市塙田４－５－７

028-627-1222

さくらクリニック

栃木県宇都宮市新町２－２－１

028-638-0039

山井内科小児科クリニック

栃木県宇都宮市上戸祭町６９６－６

028-625-0250

鈴木胃腸科外科内科

栃木県宇都宮市瑞穂２－１５－３

028-656-6054

平尾内科小児科

栃木県宇都宮市西原町５６０

028-658-1855

東武診療所

栃木県宇都宮市宮園町５－４

028-638-2221

伊藤内科医院

栃木県宇都宮市旭１－４－１４

028-634-4864

齋藤内科医院

栃木県宇都宮市桜１－４－１６

028-634-6197

みどり野荒井医院

栃木県宇都宮市兵庫塚３－４１－２２

028-655-1113

佐々木記念クリニック

栃木県宇都宮市屋板町５７８－３８

028-656-7117

稲野医院

栃木県宇都宮市今泉４－１６－２２

028-621-0779

五味渕医院

栃木県宇都宮市大通り３－１－１５

028-633-3721

中山医院

栃木県宇都宮市西１－３－１７

028-634-5774

後藤医院

栃木県宇都宮市鶴田町１９８３

028-648-3708

石川内科小児科クリニック

栃木県宇都宮市宿郷１－１９－９

028-638-8546

吉田内科クリニック

栃木県宇都宮市屋板町１５５－１

028-657-0088

豊郷台クリニック

栃木県宇都宮市豊郷台２－２１－３

028-643-8998

杏林堂藤田医院

栃木県宇都宮市石井町２３３９

028-667-0768

大栗医院

栃木県宇都宮市泉町１－２７

028-622-5166

小松医院

栃木県宇都宮市西川田町９８８－１０

028-615-0700

さいとう医院

栃木県宇都宮市東峰町３０８０－６８

028-613-5666

大岡医院

栃木県宇都宮市一の沢町２７４－７

028-622-9907

今泉ハートクリニック

栃木県宇都宮市元今泉７－１９－１

028-683-7280

野口内科医院

栃木県宇都宮市駒生町２４２８

028-652-8118
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武田内科クリニック

栃木県宇都宮市下荒針町３３９６－１

028-649-3717

平野内科小児科医院

栃木県宇都宮市住吉町１２－６

028-633-4830

高橋外科・内科

栃木県宇都宮市砥上町１９４－１

028-647-3434

冨塚メディカルクリニック

栃木県宇都宮市徳次郎町８８８

028-666-2555

ほりえクリニック

栃木県宇都宮市峰３－６－４５

028-632-1881

黒田内科・循環器科

栃木県宇都宮市江曽島２－７－１５

028-658-0505

梅園医院

栃木県宇都宮市伝馬町３－２８

028-633-2869

いとう胃腸科クリニック

栃木県宇都宮市平松本町１２１３－４

028-651-1411

さとう内科クリニック

栃木県宇都宮市緑１－１１－２１

028-684-2660

よしざわクリニック

栃木県宇都宮市台新田１－２－２５

028-658-6111

木村内科

栃木県宇都宮市塙田３－３－４

028-622-2664

みとべ医院

栃木県宇都宮市駅前通り２－３－４

028-651-0330

宇都宮整形外科内科クリニック

栃木県宇都宮市西川田町８１２－１

028-601-3355

内科小児科加瀬医院

栃木県宇都宮市駒生２－２－７

028-622-2174

いわぞ内科クリニック

栃木県宇都宮市岩曽町１３５３－１４

028-660-1208

関耳鼻咽喉科内科醫院

栃木県宇都宮市大通り４－２－２５

028-621-8061

松本医院

栃木県宇都宮市宝木本町２０５８－５

028-665-0975

宇都宮東部クリニック

栃木県宇都宮市清原台５－１４－１９

028-667-5000

おがたクリニック

栃木県宇都宮市竹林町９７５－１

028-623-1200

ほりえ医院

栃木県宇都宮市今泉町４００－１

028-621-3616

あかぬまクリニック

栃木県宇都宮市新里町丁字東原１６０８－１５

028-612-3370

やまだ胃腸内科小児科クリニック

栃木県宇都宮市鶴田町７１８－２

028-612-8583

（医）社団洋精会 沼尾病院

栃木県宇都宮市星が丘１－７－３８

028-622-2222

財団医療法人十全会 上野病院

栃木県宇都宮市天神２－２－１５

028-636-2035

地域医療機能推進機構うつのみや病院

栃木県宇都宮市南高砂町１１－１７

028-653-1001

（医）報徳会 宇都宮病院

栃木県宇都宮市陽南４－６－３４

028-658-2121

（医）社団豊和会 村田整形外科医院

栃木県宇都宮市陽東１－１０－５

028-661-1622

（医）漢方会 東洋堂宇都宮医院

栃木県宇都宮市大通り４－２－２１

028-622-1728

（医）松檜会 双葉クリニック

栃木県宇都宮市中今泉３－２８－１

028-633-4922

（医）仁明会 桜井内科診療所

栃木県宇都宮市中戸祭町８２３

028-622-0535

（医）社団高砂会 飯田病院

栃木県宇都宮市塙田３－５－１７

028-622-4970

（医）桃季会 御殿山クリニック

栃木県宇都宮市宝木町２－１０１９－５

028-625-1611

（医）社団晃陽会 宇都宮第一病院

栃木県宇都宮市宝木本町２３１３

028-665-5111

（医）社団晴澄会 鷲谷病院

栃木県宇都宮市下荒針町３６１８

028-648-3851

（医）北斗会 宇都宮東病院

栃木県宇都宮市平出町３６８－８

028-664-1551

（医）亀田内科

栃木県宇都宮市一番町１－２８

028-633-2884

（医）社団産育会 野口医院

栃木県宇都宮市東塙田２－５－１４

028-625-3658

（医）康積会 柴病院

栃木県宇都宮市竹林町５０４

028-621-8211

（医）社団宇光会 村井クリニック

栃木県宇都宮市宝木町１－２５８９

028-621-1541

（医）恒友会 大和田内科・循環器科・胃腸科

栃木県宇都宮市雀の宮４－３－１４

028-653-0798

（医）社団浩成会 かしわぶち産婦人科

栃木県宇都宮市海道町７０－８

028-663-3715

（医）圭誠会 石川外科医院

栃木県宇都宮市御幸本町４７３２－２２

028-661-2565

（医）積愛会 松村外科整形外科医院

栃木県宇都宮市馬場通り１－１－６

028-622-3962

佐藤胃腸内科医院

栃木県宇都宮市桜２－６－１５

028-624-3113

（医）千秋会 大場医院

栃木県宇都宮市下栗町７０３－１１

028-656-0227

（医）社団竹山会 青木医院

栃木県宇都宮市元今泉１－３－１１

028-634-2100

（医）社団公生会 小林内科医院

栃木県宇都宮市戸祭２－１１－４３

028-621-8866

（医）中山内科循環器科医院

栃木県宇都宮市星が丘１－５－３

028-622-2685

（医）社団 益田内科医院

栃木県宇都宮市東宿郷６－８－２３

028-635-4678

（医）赤羽医院

栃木県宇都宮市陽東７－２－２

028-661-5446

（医）駒生内科クリニック

栃木県宇都宮市駒生町１２７４－５

028-625-2021
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（医）増山内科小児科クリニック

栃木県宇都宮市平松本町３４０－６

028-638-2311

（医）関湊記念会 関湊記念会クリニック

栃木県宇都宮市本町５－１２

028-643-0990

（医）社団 金子内科医院

栃木県宇都宮市昭和１－１－３１

028-621-3182

（医）根本外科胃腸科医院

栃木県宇都宮市陽東４－１７－１０

028-662-6710

（医）社団二樹会 村山医院

栃木県宇都宮市滝谷町１３－１７

028-632-7000

（医）社団 宮川内科

栃木県宇都宮市北一の沢町１０－１２

028-622-5787

（医）成美会 豊郷中央渡辺内科

栃木県宇都宮市長岡町１２１７－５

028-622-8900

（医）社団洋精会 ぬまお内科

栃木県宇都宮市宝木本町２１４１－５

028-665-6511

（医）わたなべ会 渡辺内科クリニック

栃木県宇都宮市江野町６－１３

028-638-0345

（医）良知会 斉藤内科クリニック

栃木県宇都宮市清原台１－９－１７

028-667-8833

（医）社団本津会 御幸内科小児科医院

栃木県宇都宮市御幸町１０８－２２

028-661-7817

生協ふたば診療所

栃木県宇都宮市双葉１－１３－５６

028-684-6200

（医）社団一心会 高橋内科胃腸科外科

栃木県宇都宮市野沢町４５－１４

028-665-3366

（医）社団呑空庵 片山医院

栃木県宇都宮市東峰町３００８－２１

028-662-6245

（医）湯川会 湯川内科クリニック

栃木県宇都宮市駒生町丁字東高田３３６７－７

028-643-1114

（医）白百合会 旭眼科内科クリニック

栃木県宇都宮市西川田町９２９－４

028-659-8666

（医）猪岡内科

栃木県宇都宮市陽東４－１－２

028-664-3800

（医）社団恵香会 桜井消化器科内科

栃木県宇都宮市細谷１－７－３８

028-643-0870

（医）社団一心会 高橋クリニック

栃木県宇都宮市宝木本町１２２６－４４

028-666-1100

（医）慶晴会 宇都宮南病院

栃木県宇都宮市八千代１－２－１１

028-658-5511

（医）恭友会 はせがわ整形外科クリニック

栃木県宇都宮市一条４－５－１３

028-636-8488

（医）青葉台クリニック

栃木県宇都宮市山本３－９－６

028-624-2120

（医）結信会 しもだファミリークリニック

栃木県宇都宮市下栗町９７７－１

028-656-5800

（医）社団清愛会 矢吹クリニック

栃木県宇都宮市西一の沢町２－１０

028-648-5588

（医）裕和会 越戸クリニック

栃木県宇都宮市越戸町１３９－６

028-660-6190

（医）社団しののめ さいとうクリニック

栃木県宇都宮市駒生町１３５９－２５

028-652-6333

（医）貴和会 大野内科医院

栃木県宇都宮市菊水町１３－１２

028-633-3777

（医）社団医心会 中川内科クリニック

栃木県宇都宮市幕田町７３６－９

028-658-8883

（医）明友会 きむら内科循環器科クリニック

栃木県宇都宮市針ヶ谷町５１７－７

028-688-3770

宇都宮協立診療所

栃木県宇都宮市宝木町２－１０１６－５

028-650-7881

（医）メディケア宇都宮 倉井清彦内科医院

栃木県宇都宮市平松本町３２６－４

028-636-1511

（医）こまくさ会 あいざわ内科クリニック

栃木県宇都宮市江曽島３－７８５－４

028-615-1000

（医）前田クリニック

栃木県宇都宮市宮の内１－３４－５

028-654-2820

（医）晃丘会 田中医院

栃木県宇都宮市竹下町４３５－６

028-667-6521

（医）英心会 倉持整形外科・美容皮膚科

栃木県宇都宮市屋板町４０５－１

028-657-7211

（医）弥生会 山口クリニック

栃木県宇都宮市元今泉６－２－９

028-613-2228

（医）大香会 みやの杜クリニック

栃木県宇都宮市陽東２－４－５

028-683-7811

（医）青柳医院

栃木県宇都宮市南高砂町７－１４

028-653-1375

（医）社団 中央公園レディースクリニック

栃木県宇都宮市住吉町１０－１７

028-636-8514

（医）ますぶちクリニック

栃木県宇都宮市中今泉３－１３－２０

028-651-3911

（医）本郷会 吉田医院

栃木県宇都宮市岩曽町９１７－１

028-613-3313

（医）順和会 中央公園クリニック

栃木県宇都宮市鶴田町３６０８－８

028-649-0311

（医）リーフ フォレストサイドクリニック

栃木県宇都宮市西川田６－６－１７

028-684-2775

社団医療法人依田会 さくらがおかクリニック

栃木県宇都宮市桜２－３－３４

028-622-0476

（医）DIC 宇都宮セントラルクリニック

栃木県宇都宮市屋板町５６１－３

028-657-7300

社会医療法人中山会 宇都宮記念病院

栃木県宇都宮市大通り１－３－１６

028-622-1991

（医）富士見会 ミヤ健康クリニック

栃木県宇都宮市ゆいの杜３－２－２３

028-667-8181

（医）社団順英会 宇都宮こころのクリニック

栃木県宇都宮市栄町６－１５赤羽ﾊｲﾂ１F

028-627-3322

（医）宇都宮脳脊髄センター

栃木県宇都宮市一番町１－１８

028-633-0201

（医）高橋内科循環器科クリニック

栃木県宇都宮市鶴田３－１４－３

028-647-3112

（医）藤山会 つるたfamilyクリニック

栃木県宇都宮市鶴田１－１７－２３

028-648-8000

栃木県3

実施機関名

所在地

電話番号

（医）滝の原会 西の宮岩倉循環器内科

栃木県宇都宮市西の宮１－８－１

028-647-0003

（医）社団順英会 アイ・こころのクリニック

栃木県宇都宮市松が峰２－４－１

028-638-4556

（医）明生会 篠崎内科クリニック

栃木県宇都宮市清原台６－１－１３

028-667-7722

（医）林クリニック

栃木県宇都宮市西川田本町１－８－２９

028-684-5155

（医）なでしこ なでしこファミリークリニック

栃木県宇都宮市竹林町８８４－１

028-678-3000

（医）真誠会 みずほの中央クリニック

栃木県宇都宮市西刑部町２４１１－４

028-657-7766

（医）玉井医院 ファミリークリニックたまい

栃木県宇都宮市末広２－６－１９

028-653-6701

でいリウマチ科内科クリニック

栃木県宇都宮市下栗町２９３５－２

028-666-5551

八幡医院

栃木県宇都宮市西１－３－３７

028-633-2071

（医）社団育生会 南が丘整形外科ペインクリニック

栃木県宇都宮市西川田町４７０－６

028-612-2817

（医）心和会ししど内科胃腸クリニック

栃木県宇都宮市関堀町７６７－１

028-678-5550

（医）戸祭診療所

栃木県宇都宮市戸祭町３０２９－１

028-600-4511

（医）日日会 たかたクリニック

栃木県宇都宮市戸祭町３０３９－２

028-625-1015

きくちクリニック

栃木県宇都宮市下平出町６１４－２

028-683-3387

たからぎ胃腸外科クリニック

栃木県宇都宮市宝木町１－２５８８－６

028-643-6000

（医）生寿会 てらだファミリークリニック

栃木県宇都宮市雀の宮５－５－１

028-654-2188

（医）かんけ胃腸クリニック

栃木県宇都宮市豊郷台３－５０－２

028-678-4500

（医）ほんだ整形外科内科医院

栃木県宇都宮市白沢町２０１７－４７

028-671-1125

（医）三子会 すずめ医院

栃木県宇都宮市五代２－８４９－１３

028-655-7555

（医）いちはらファミリークリニック

栃木県宇都宮市中里町３２２

028-612-8350

ゆふ医院

栃木県宇都宮市中里町１７５－８

028-674-2005

（医）高野クリニック

栃木県宇都宮市中岡本町３４１０－５

028-671-7151

（医）森クリニック

栃木県宇都宮市中岡本３６５０－２０

028-671-2727

緑の郷 佐々木クリニック

栃木県宇都宮市西刑部町２４４８－４

028-666-8668

（医）えのきはらクリニック

栃木県宇都宮市下栗１－２１－１２

028-638-3515

よつばハートクリニック

栃木県宇都宮市竹林町９８０－１

028-627-8010

インターパークビレッジ内科外科

栃木県宇都宮市インターパーク４－１－３

028-612-113

（医）秀恵会 岩曽内科脳神経外科医院

栃木県宇都宮市岩曽町１８－１

028-612-1221

いしだ内科呼吸器内科クリニック

栃木県宇都宮市鶴田町３０５８－３

028-666-6910

インターパーク倉持呼吸器ペインクリニック内科

栃木県宇都宮市中島町７６５－１

028-653-5969

（医）水韻会 柏倉医院

栃木県宇都宮市峰１－３０－１１

028-637-1200

ふじた糖尿病内分泌内科クリニック

栃木県宇都宮市錦１－５６５－１

028-650-0011

（医）社団慶生会 目黒医院

栃木県宇都宮市横田新町１２－１８

028-653-7151

今泉メディカルクリニック

栃木県宇都宮市中今泉５－２９－３０

028-613-5000

（医）倉持整形外科内科

栃木県宇都宮市今宮３－１－６

028-658-8778

トマト内科糖尿病高血圧甲状腺クリニック

栃木県宇都宮市西川田町８５１－２

028-688-8921

（医）ナイルス 宇都宮腎・内科・皮膚科クリニック

栃木県宇都宮市鶴田２－３８－３

028-647-0511

関谷内科医院

栃木県宇都宮市中岡本町３６７３－５

028-673-3356

いしかわクリニック

栃木県宇都宮市東原町１０－７

028-658-0021

ひらしま胃腸・内科

栃木県宇都宮市屋板町１３２－７

028-657-7117

はりがや中央クリニック

栃木県宇都宮市針ヶ谷町４７２－７

028-612-8806

岡本台クリニック

栃木県宇都宮市下岡本町２０８２－１３

028-673-7338

さきお医院

栃木県宇都宮市白沢町２０２０－１

028-673-6556

（医）斉藤内科医院

栃木県宇都宮市下岡本町４５５６－５

028-673-6746

（医）緑水会 川野クリニック

栃木県宇都宮市上田原町高田６６０－６

028-672-2700

（医）卓和会 藤井脳神経外科病院

栃木県宇都宮市中岡本町４６１－１

028-673-6211

（医）樹恵会 手塚クリニック

栃木県宇都宮市下小倉町２２１３－５

028-674-7700

栃木県済生会宇都宮病院

栃木県宇都宮市竹林町９１１－１

028-626-5500

ひらいで公園腎クリニック

栃木県宇都宮市平出工業団地30-12

028-613-1100

しん陽東クリニック

栃木県宇都宮市陽東7-2-2

028-661-5446

わたなべ内科循環器科医院

栃木県宇都宮市大谷町1308-01

028-348-3862

栃木県4

実施機関名

所在地

電話番号

青木医院

栃木県鹿沼市下田町2-1052-3

0289-65-1543

あきば内科循環器科クリニック

栃木県鹿沼市樅山町字谷辻川50-1

0289-60-7810

荒井内科医院

栃木県鹿沼市幸町2-2-16

0289-62-7523

荒木医院

栃木県鹿沼市鳥居跡町995-1

0289-64-2775

いけもりクリニック

栃木県鹿沼市下田町1-871-1

0289-64-3456

石川医院

栃木県鹿沼市上石川1319

0289-76-3145

いちだクリニック

栃木県鹿沼市磯町3-2

0289-77-5122

伊藤内科

栃木県鹿沼市貝島町463-2

0289-64-7241

宇賀神内科外科

栃木県鹿沼市久保町1618-5

0289-60-6300

大井田医院

栃木県鹿沼市今宮町1623

0289-64-2077

大野医院

栃木県鹿沼市上田町1915-4

0289-65-3661

大谷医院

栃木県鹿沼市銀座1丁目1872

0289-64-1101

小野内科循環器科医院

栃木県鹿沼市万町939-6

0289-64-3385

鹿沼脳神経外科

栃木県鹿沼市茂呂2027

0289-63-1333

金子医院

栃木県鹿沼市口粟野1654

0289-85-3220

上都賀総合病院

栃木県鹿沼市下田町1丁目1033

0289-64-2161

かわなクリニック

栃木県鹿沼市上殿町471-6

0289-77-7788

北川医院

栃木県鹿沼市西沢町472-1

0289-77-2012

宮司外科胃腸科

栃木県鹿沼市府所町119-1

0289-62-6222

けやき坂クリニック

栃木県鹿沼市坂田山1-28-2

0289-62-8808

小池医院

栃木県鹿沼市千渡2348-8

0289-60-1300

御殿山病院

栃木県鹿沼市今宮町1682-2

0289-64-2131

さつきクリニック

栃木県鹿沼市白桑田254-11

0289-76-3313

鈴木内科

栃木県鹿沼市石橋町1600-7

0289-64-3667

高橋外科胃腸科

栃木県鹿沼市上殿町307-2

0289-62-9700

竹村内科腎クリニック

栃木県鹿沼市西茂呂4-46-3

0289-60-7577

にがみどう内科クリニック

栃木県鹿沼市仁神堂町351-26

0289-65-2881

西方病院

栃木県栃木市西方町金崎273-3

0282-92-2323

ぶんかばしファミリークリニック

栃木県鹿沼市文化橋町2300-1

0289-60-5515

細川耳鼻咽喉科・内科

栃木県鹿沼市仲町1703-3

0289-64-3387

細川内科・外科・眼科

栃木県鹿沼市茂呂2266-3

0289-60-1600

山口内科医院

栃木県鹿沼市西茂呂3丁目10-1

0289-63-3030

山崎内科医院

栃木県鹿沼市天神町1700

0289-64-3261

阿久津医院

栃木県日光市今市字坂ﾉ上1157-1

0288-21-0734

石塚クリニック

栃木県日光市荊沢600-32

0288-30-3277

いちいクリニック内科・皮膚科

栃木県日光市七里713-5

0288-50-1192

いとうクリニック

栃木県日光市木和田島3043

0288-32-2030

今市病院

栃木県日光市今市381

0288-22-2200

岡村整形外科

栃木県日光市今市995-1

0288-22-5222

小沢医院

栃木県日光市今市1409

0288-21-1934

川上病院

栃木県日光市並木町2-5

0288-22-2311

川村医院

栃木県日光市鬼怒川温泉大原1396-20

0288-77-0085

見龍堂クリニックかわせみ

栃木県日光市平ｹ埼609-4

0288-22-1221

見龍堂医療福祉総合クリニック

栃木県木和田島3008-8

0288-32-2021

小泉内科クリニック

栃木県日光市久次良町1814-1

0288-53-3555

小西医院

栃木県日光市安川町8-25

0288-54-0924

新沢外科

栃木県日光市今市814-1

0288-21-1787

日光市民病院

栃木県日光市清滝安良沢町1752-10

0288-50-1188

日光市立国民健康保険栗山診療所

栃木県日光市黒部54-1

0288-97-1014

日光市立湯西川診療所

栃木県日光市湯西川1168-1

0288-98-0305

本町内科クリニック

栃木県日光市吉沢239-9

0288-25-3120

栃木県5

実施機関名

所在地

電話番号

森病院

栃木県日光市今市674

0288-22-1024

医）杏林会 栃木中央クリニック

栃木県栃木市万町13-13

0282-22-0057

好生医院

栃木県栃木市倭町2-25

0282-22-0317

成田内科

栃木県栃木市河合町9-10

0282-22-3722

医）大島医院

栃木県栃木市片柳町1-17-19

0282-23-2116

天海内科

栃木県栃木市片柳町1-6-40

0282-23-8333

医）社団 おおやクリニック

栃木県栃木市片柳町2-1-50

0282-24-8822

医）社団 徳仁会 中野病院

栃木県栃木市祝町8-1

0282-22-0031

医）よこやま内科小児科クリニック

栃木県栃木市箱森町38-70

0282-24-8102

医）社団 大門内科医院

栃木県栃木市大町27-24

0282-24-8131

医）中元内科医院

栃木県栃木市今泉町2-10-18

0282-27-2325

医）サンライズクリニック

栃木県栃木市日ノ出町6-6

0282-24-4702

医）社団 金田医院

栃木県栃木市日ノ出町1-6

0282-22-0415

医)仁佑会 山門クリニック

栃木県栃木市日ノ出町6-35

0282-22-0765

医）愛泉会 かわしまクリニック

栃木県栃木市城内町2-34-20

0282-24-8239

医）社団島田会 うづまクリニック

栃木県栃木市川原田町1608-1

0282-24-4821

医）大山整形外科

栃木県栃木市国府町306-1

0282-27-4609

なんばクリニック

栃木県栃木市平井町219-5

0282-24-7787

箕輪内科

栃木県栃木市嘉右衛門町10-6

0282-23-5588

医）河口医院

栃木県栃木市錦町6-12

0282-22-5752

たまのクリニック

栃木県栃木市片柳町1-6-3

0282-22-3777

医）研心会 竹田内科小児科クリニック

栃木県栃木市大宮町52

0282-29-1233

筒井医院

栃木県栃木市神田町10-14

0282-22-1191

ちづかクリニック

栃木県栃木市大森町445-4

0282-30-1123

医）清精会池森クリニック

栃木県栃木市河合町2－3エクセルパルビル

0282-25-2577

医）野﨑医院

栃木県栃木市入舟町14-3

0282-24-4809

医）社団 なかつぼクリニック

栃木県栃木市箱森町34-17

0282-20-5252

医）弘友会 関口医院

栃木県栃木市泉町21-3

0282-25-2223

医）寿朋会 高田クリニック

栃木県栃木市万町16-23

0282-23-9133

秋元クリニック

栃木県栃木市平柳町2-27-13

0282-29-1131

えぐち内科クリニック

栃木県栃木市錦町9-5

0282-20-2255

こばやしクリニック

栃木県栃木市箱森町51-40

0282-25-8300

とちぎ診療所

栃木県栃木市片柳町5-11-9

0282-25-3225

（医）アスムス 蔵の街診療所

栃木県栃木市今泉町1-17-29

0282-29-3131

わたなべ内科・循環器科クリニック

栃木県栃木市野中町625－１

0282-21-7528

金子内科医院

栃木県栃木市吹上町1642-1

0282-25-6031

すずきクリニック

栃木県栃木市沼和田町10-12

0282-20-2200

いわい町クリニック

栃木県栃木市祝町4-30

0282-20-3000

とちぎメディカルセンター診療所

栃木県栃木市境町27-21

0282-22-0275

とちぎメディカルセンターとちのき

栃木県栃木市大町39-5

0282-22-7722

医）藤沼医院

栃木県栃木市大平町富田592-1

0282-43-2233

小森谷内科医院

栃木県栃木市大平町富田4003-8

0282-43-7327

医）社団 翠会 田村医院

栃木県栃木市大平町西水代1835-1

0282-43-3368

医）みずほクリニック

栃木県栃木市大平町牛久99-2

0282-25-1222

医）ほとめき会 かわたクリニック

栃木県栃木市大平町西野田640-1

0282-45-2522

森川内科・外科クリニック

栃木県栃木市大平町新1068

0282-45-2225

大平ファミリークリニック

栃木県栃木市大平町富田5-229

0282-43-7500

くろき内科クリニック

栃木県栃木市大平町牛久199-2

0282-20-5000

医）社団広揚会 腰塚医院

栃木県栃木市藤岡町藤岡1845-10

0282-62-2072

医）藤岡診療所

栃木県栃木市藤岡町藤岡5005

0282-62-9962

持田医院

栃木県栃木市藤岡町大字中根115-5

0282-67-3661
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藤岡整形外科クリニック

栃木県栃木市藤岡町藤岡25

0282-61-1070

医）社団 慈厚会 船越医院

栃木県栃木市都賀町家中5986-6

0282-27-5763

合戦場クリニック

栃木県栃木市都賀町合戦場212-5

0282-29-1291

医）木水会 小松原医院

栃木県栃木市岩舟町静550-2

0282-55-2026

医）聖生会 松永医院

栃木県栃木市岩舟町古江98

0282-55-8869

医）あまがい内科医院

栃木県栃木市岩舟町下津原189-2

0282-55-7811

長谷川医院

栃木県栃木市岩舟町静和2114-6

0282-55-7000

医）社団 信証会 江田クリニック

栃木県栃木市岩舟町小野寺2575-7

0282-57-1234

医）松本内科医院

栃木県下都賀郡壬生町中央町6-37

0282-82-2002

おもちゃのまち内科クリニック

栃木県下都賀郡壬生町幸町2-11-2

0282-86-1517

佐藤医院

栃木県下都賀郡壬生町安塚1944-1

0282-86-0123

島田医院

栃木県下都賀郡壬生町安塚2008-1

0282-86-0011

医）陣内医院

栃木県下都賀郡壬生町本丸1-7-10

0282-82-0242

医)裕智会 大橋内科クリニック

栃木県下都賀郡壬生町福和田1003-1

0282-82-8522

医）関湊記念会 グリーンクリニック

栃木県下都賀郡壬生町緑町3-9-15

0282-86-3966

石田消化器科・内科クリニック

栃木県下都賀郡壬生町大字壬生丁字六美259-7

0282-82-7877

医）社団 智栄会 福井セントラルクリニック

栃木県下都賀郡壬生町おもちゃのまち2-4-8

0282-86-6624

大久保クリニック

栃木県下都賀郡壬生町落合3-4-7

0282-81-0880

医）緑枝会 にしやま内科クリニック

栃木県下都賀郡壬生町大字安塚765-15

0282-86-6000

荒川内科クリニック

栃木県下都賀郡壬生町大字安塚1184-10

0282-86-0501

高橋とおるクリニック

栃木県下都賀郡壬生町寿町5-3

0282-25-5881

医）はしもとクリニック

栃木県下都賀郡壬生町駅東町5-6

0282-21-7300

医）直心会 小林内科クリニック

栃木県下都賀郡壬生町安塚西南原793-1

0282-86-8039

石川医院

栃木県河内郡上三川町大山467-5

0285-52-0100

うえのクリニック

栃木県河内郡上三川町上蒲生2312-3

0285-56-0008

川嶌内科小児科クリニック

栃木県河内郡上三川町上三川2863-1

0285-37-7800

いなば内科クリニック

栃木県下都賀郡野木町丸林583-3

0280-57-0770

岩﨑医院

栃木県下都賀郡野木町佐川野1806-1

0280-56-0280

木村医院

栃木県下都賀郡野木町野渡2797-3

0280-23-2611

野木病院

栃木県下都賀郡野木町友沼5320-2

0280-57-1011

あんずの森クリニック

栃木県下野市仁良川1518-1

0285-32-6601

海老原医院

栃木県下野市小金井5-26-10

0285-44-0163

大栗内科

栃木県下野市石橋811-1

0285-53-5850

大柳内科・眼科

栃木県下野市文教2-7-14

0285-51-2400

岡田医院

栃木県下野市小金井2976

0285-44-0021

角田内科医院

栃木県下野市石橋549

0285-53-5665

グリーンタウンクリニック

栃木県下野市祇園2-3-2

0285-44-8311

小金井中央病院

栃木県下野市小金井2-4-3

0285-44-7000

国分寺さくらクリニック

栃木県下野市小金井777-1

0285-40-0203

佐藤内科

栃木県下野市石橋839-14

0285-53-1305

島田クリニック

栃木県下野市石橋238-1

0285-53-8000

しもつけ痛みのクリニック

栃木県下野市柴871-7

0285-40-0307

しもつけクリニック

栃木県下野市薬師寺3171-4

0285-32-6331

すずき内科・循環器科

栃木県下野市薬師寺2489-10

0285-40-1260

新島内科クリニック

栃木県下野市文教3-10-4

0285-53-8820

ふじたクリニック

栃木県下野市大光寺1-11-10

0285-51-2727

南河内診療所

栃木県下野市薬師寺2472-15

0285-47-1070

山本整形外科医院

栃木県下野市駅東6-1-22

0285-44-6820

若草クリニック

栃木県下野市緑2-3291-1

0285-40-0123

青木医院

栃木県小山市網戸1850

0285-45-5545

あかざわクリニック

栃木県小山市土塔234-47

0285-28-5186
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所在地
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暁クリニック

栃木県小山市犬塚62

0285-24-6868

朝日病院

栃木県小山市喜沢660

0285-22-1182

あらい内科クリニック

栃木県小山市城北4-33-1

0285-21-1102

あらやま医院

栃木県小山市大行寺1069-1

0285-22-1277

安西・古谷クリニック

栃木県小山市中央町2-8-24

0285-22-0215

いしい整形外科

栃木県小山市犬塚1-21-8

0285-20-3588

樹レディスクリニック

栃木県小山市神鳥谷5-18-15

0285-20-5505

犬塚クリニック

栃木県小山市犬塚5-14-10

0285-30-5066

おぐら内科・腎クリニック

栃木県小山市雨ヶ谷町24

0285-39-6505

おだ内科クリニック

栃木県小山市羽川524-4

0285-24-5588

小野寺クリニック

栃木県小山市中久喜1615-3

0285-23-4843

小山イーストクリニック

栃木県小山市駅東通り1-32-1

0285-24-2200

小山厚生病院

栃木県小山市八幡町2-10-6

0285-22-1105

小山すぎの木クリニック

栃木県小山市中久喜1113-1

0285-30-3456

小山整形外科内科

栃木県小山市雨ケ谷753

0285-31-1331

小山整形外科内科クリニック

栃木県小山市雨ケ谷824-18

0285-31-3366

加藤クリニック

栃木県小山市城東6-6-7

0285-21-1133

苅部医院

栃木県小山市南飯田317-8

0285-41-1111

苅部小山南クリニック

栃木県小山市塚崎1503

0285-31-1188

川﨑内科医院

栃木県小山市東城南2-11-2

0285-28-7676

川村内科医院

栃木県小山市駅南町5-16-8

0285-28-1332

神野医院

栃木県小山市下河原田694

0285-38-0007

北村クリニック

栃木県小山市城東5-1-17

0285-22-2888

黒須整形外科医院

栃木県小山市乙女2-12-8

0285-45-1551

光南健診クリニック

小山市喜沢1475 おやまゆうえんﾊｰｳﾞｪｽﾄｳｫｰｸ ﾖｰｸﾍﾞﾆﾏﾙ棟2F

0285-32-7120

光南病院

栃木県小山市乙女795

0285-45-7711

近藤クリニック

栃木県小山市天神町1-9-22

0285-23-2825

さくらのクリニック

栃木県小山市卒島244-1

0285-37-1221

サンフラワークリニック

栃木県小山市出井1935

0285-22-1920

篠原クリニック

栃木県小山市花垣町1-2-19

0285-22-0764

城南クリニック

栃木県小山市西城南2-18-7

0285-28-7780

新小山市民病院

栃木県小山市神鳥谷2251-1

0285-36-0250

杉村病院

栃木県小山市城山町2-7-18

0285-25-5533

すずき整形外科

栃木県小山市喜沢438-1

0285-23-2010

せき内科胃腸科クリニック

栃木県小山市喜沢667-153

0285-30-5400

関根整形外科医院

栃木県小山市駅南町1-9-15

0285-27-6713

髙岩内科医院

栃木県小山市駅東通り2-38-13

0285-22-0170

ちばクリニック

栃木県小山市東城南5-6-10

0285-43-6801

土谷医院

栃木県小山市城山町2-4-26

0285-22-0317

つちやカルディオクリニック

栃木県小山市東間々田2-103-3

0285-41-5551

トータルクリニック寺門医院

栃木県小山市駅南町1-17-18

0285-27-9776

所内科胃腸科クリニック

栃木県小山市間々田1722-2

0285-45-9393

戸野塚内科医院

栃木県小山市下石塚471

0285-38-2007

とみやまクリニック

栃木県小山市城北6-26-5

0285-38-8688

友井内科クリニック

栃木県小山市駅東通り1-3-3-3Ｆ

0285-30-1111

永山医院

栃木県小山市天神町2-12-22

0285-22-0219

沼部医院

栃木県小山市城東6-14-9

0285-22-2903

野村消化器内科クリニック

栃木県小山市乙女2-3-15

0285-41-0330

花垣内科医院

栃木県小山市花垣町1-7-6

0285-22-4724

ハンディクリニック

栃木県小山市城南6-3-9

0285-28-6777

神鳥谷クリニック

栃木県小山市神鳥谷1-19-1

0285-22-7700
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福田医院

栃木県小山市宮本町2-4-6

0285-25-5511

ふくだクリニック

栃木県小山市西城南4-12-33

0285-27-5911

藤原クリニック

栃木県小山市雨ケ谷新田71-1

0285-27-2421

扶桑医院

栃木県小山市扶桑1-2-1

0285-23-2350

船田内科外科医院

栃木県小山市松沼578

0285-37-0010

星内科医院

栃木県小山市喜沢399-4

0285-22-3283

星野胃腸科外科医院

栃木県小山市粟宮745-1

0285-25-3533

星野病院

栃木県小山市粟宮1-7-8

0285-23-7227

水越内科クリニック

栃木県小山市雨ケ谷506-1

0285-28-7880

三田整形外科

栃木県小山市間々田18-1

0285-45-8800

南栃木病院

栃木県小山市北飯田74-2

0285-39-1150

森岡内科小児科医院

栃木県小山市乙女1-28-1

0285-45-7002

矢尾板クリニック

栃木県小山市神鳥谷1799-1

0285-28-7755

山室クリニック

栃木県小山市喜沢647

0285-25-0504

医療法人社団隆敬会

栃木県佐野市大和町2587番地2

0283-24-6556

医療法人安部医院

栃木県佐野市伊賀町45番地

0283-23-1000

医療法人社団江面医院

栃木県佐野市天神町797番地

0283-22-0974

すがやクリニック

栃木県佐野市小中町1255番地1

0283-20-8850

くすのき整形外科

栃木県佐野市金屋仲町2420番地

0283-23-2277

医療法人メデイカル・オフィス・齋藤齋藤内科医院

栃木県佐野市相生町24番地1

0283-22-0524

城山公園すずきクリニック

栃木県佐野市久保町263番地

0283-22-0195

医療法人土屋小児科

栃木県佐野市亀井町2639番地

0283-22-1331

医療法人社団藤田医院

栃木県佐野市相生町199番地

0283-23-5151

増田内科医院

栃木県佐野市高砂町90番地

0283-22-0508

医療法人ヤマト医院

栃木県佐野市大和町2600番地

0283-24-6188

医療法人いぶき会小倉医師会通りｸﾘﾆｯｸ

栃木県佐野市植上町1752番地2

0283-27-2775

よこづかハ－トクリニック

栃木県佐野市堀米町3913番地111

0283-26-7230

医療法人社団富田内科クリニック

栃木県佐野市上台町2093番地6

0283-23-5675

医療法人馬場医院

栃木県佐野市君田町35番地

0283-21-2323

平野外科医院

栃木県佐野市赤坂町68番地

0283-22-0602

医療法人アイランドグリーンやじまクリニック

栃木県佐野市赤坂町949番地4

0283-23-6600

医療法人柳川小児科医院

栃木県佐野市赤坂町186番地

0283-22-0516

山中クリニック

栃木県佐野市植上町2468番地

0283-24-8060

かみもとスポーツクリニック

栃木県佐野市高萩町1315番地8

0283-22-1114

ほだかクリニック

栃木県佐野市北茂呂町10番地7

0283-24-8333

竹石内科クリニック

栃木県佐野市高萩町1216番地1

0283-27-0788

佐野利根川橋クリニック

栃木県佐野市高萩町1315番地6

0283-27-8282

板橋医院

栃木県佐野市犬伏新町1308番地2

0283-21-5335

医療法人 一隅会加藤クリニックプラザ

栃木県佐野市浅沼町870番地2

0283-21-3377

医療法人社団鈴木内科クリニック

栃木県佐野市浅沼町50番地2

0283-23-0117

医療法人社団米山内科クリニック

栃木県佐野市犬伏新町2060番地

0283-22-5100

丸山レディースクリニック

栃木県佐野市浅沼町804番地3

0283-22-0022

医療法人若林胃腸科医院

栃木県佐野市富岡町1655番地1

0283-24-5008

関谷胃腸科医院

栃木県佐野市堀米町602番地20

0283-20-1666

匠レディースクリニック

栃木県佐野市奈良渕町339番地25

0283-21-0003

ほりごめクリニック

栃木県佐野市堀米町3952番地1

0283-25-8006

医療法人 常盤会緑の屋根診療所

栃木県佐野市堀米町1348番地5ﾊｰﾈｽﾄｽｸｴｱﾋﾞｼﾞﾀｰｾﾝﾀｰ

0283-20-2577

医療法人 森医院

栃木県佐野市堀米町1605番地

0283-20-1307

医療法人 秋山会両毛病院

栃木県佐野市堀米町1648番地

0283-22-6150

綿引クリニック

栃木県佐野市奈良渕町325番地15

0283-24-5511

おぬき内科クリニック

栃木県佐野市並木町1441番地4

0283-20-5080
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医療法人社団亀田医院

栃木県佐野市村上町111番地1

0283-22-6045

医療法人志賀クリニック

栃木県佐野市赤見町3152番地

0283-25-3222

のしろクリニック

栃木県佐野市石塚町2398番地

0283-26-0071

すながクリニック赤見診療所

栃木県佐野市赤見町1146番地

0283-26-2039

医療法人相田婦人科内科医院

栃木県佐野市栃本町1759番地

0283-62-0016

医療法人 生澤会くまいクリニック

栃木県佐野市田沼町732番地2

0283-62-0014

清水整形外科クリニック

栃木県佐野市田沼町894番地1

0283-61-1515

医療法人 泉心会坪水医院

栃木県佐野市栃本町2241番地

0283-62-0265

蘇原医院

栃木県佐野市葛生東1丁目6番15

0283-84-1230

医療法人 翼望会長島医院

栃木県佐野市葛生東1丁目10番27

0283-84-1108

一般社団法人佐野市医師会 附属佐野医師会病院

栃木県佐野市植上町1677番地

0283-22-5358

佐野厚生農業協同組合連合会佐野厚生総合病院

栃木県佐野市堀米町1728番地

0283-22-5222

医療法人 青葉会佐野市民病院

栃木県佐野市田沼町1436番地

0283-62-5111

佐野市国民健康保険 新合診療所

栃木県佐野市閑馬町668番地

0283-65-0700

佐野市国民健康保険 常盤診療所

栃木県佐野市仙波町77番地

0283-85-3009

佐野市国民健康保険 野上診療所

栃木県佐野市白岩町361番地

0283-67-1210

佐野市国民健康保険 飛駒診療所

栃木県佐野市飛駒町1190番地

0283-66-2013

佐野市国民健康保険 氷室診療所

栃木県佐野市水木町892番地

0283-87-0034

こばやしファミリ－クリニック

栃木県佐野市多田町565-１

0283-85-9900

医）恵愛会 青木病院

栃木県足利市本城１－１５６０

0284-41-2213

医）太陽会 足利第一病院

栃木県足利市大月町１０３１

0284-44-1212

医)足利中央病院

栃木県足利市下渋垂町４４７

0284-72-8401

あしかがの森足利病院

栃木県足利市大沼田町６１５

0284-91-0611

医）社団 浅岡医院

栃木県足利市相生町３８７

0284-41-8188

医）柊門会 阿部医院本院

栃木県足利市葉鹿町１－１０－８

0284-64-0888

いかるぎ町内科クリニック

栃木県足利市鵤木町３―１

0284-22-7285

医）井戸川クリニック

栃木県足利市福富町２０９６－１

0284-73-3360

医）杏林会 今井病院

栃木県足利市田中町１００

0284-71-0181

医）社団邦史会 うるしばらクリニック

栃木県足利市借宿町６１０-７

0284-70-7177

医)正美会 大岡胃腸内科

栃木県足利市花園町４－２

0284-41-1177

岡田内科

栃木県足利市朝倉町２－１１－１３

0284-72-8877

小平内科クリニック

栃木県足利市助戸１－７１０

0284-44-2223

医）落合医院

栃木県足利市今福町６６

0284-21-1328

尾之内外科

栃木県足利市大前町460-4

0284-55-5749

小野内科消化器科医院

栃木県足利市旭町８５１－４

0284-22-3730

医）社団裕幸会 賀川診療所

栃木県足利市五十部町１７８５

0284-21-3131

笠原外科胃腸科医院

栃木県足利市福居町９９４

0284-72-0100

鹿島こどもクリニック

栃木県足利市鹿島町５０１－３

0284-65-0035

かしま産婦人科

栃木県足利市鹿島町５０１－１

0284-65-0341

鹿島内科

栃木県足利市鹿島町５０５

0284-62-1000

医）橙萌会 かめいクリニック

栃木県足利市堀込町２７６０－１

0284-70-6607

亀田医院ペインクリニック

栃木県足利市朝倉町３－１６－５

0284-72-2233

医）真誠会 亀山産婦人科医院

栃木県足利市大門通２３７４－１

0284-43-0333

医）きねぶちクリニック

栃木県足利市元学町８３０－３

0284-42-8200

医）三和会 小林内科

栃木県足利市堀込町１８９－１

0284-70-3022

医）小松原ペインクリニック

栃木県足利市南大町４５１－１

0284-70-1374

こんのクリニック

栃木県足利市福居町５０６

0284-73-0860

三瓶医院

栃木県足利市大町１１－１２

0284-41-0066

医)矢部 柴田クリニック

栃木県足利市千歳町６７－７

0284-43-2330

医)博済会 鈴木病院

栃木県足利市栄町１－３４１２

0284-21-2854

医)日和会 すながクリニック

栃木県足利市八椚町４９４－１

0284-44-7211
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医)慈風会 関内科医院

栃木県足利市利保町３－７－１

0284-44-0880

医)田所医院

栃木県足利市小俣町６１７－１

0284-62-0562

医)花水木会 田村レデｲスクリニック

栃木県足利市江川町３－１３－３

0284-43-3006

医）東洞会 筑波医院

栃木県足利市羽刈町５７

0284-71-1633

てらうち内科小児科医院

栃木県足利市葉鹿町１－３１－２７

0284-64-1133

ときたクリニック

栃木県足利市江川町２－１３－５

0284-42-3323

医)千歳会 冨田内科医院

栃木県足利市錦町４５－１

0284-41-5405

なかたクリニック

栃木県足利市借宿町５５８

0284-73-6760

栃木県足利市八幡町１－７－１

0284-70-0511

医療法人 櫻会 中谷医院

栃木県足利市通２丁目２６４６－１

0284-41-3591

医)長﨑病院

栃木県足利市伊勢町１丁目４番地７

0284-41-2230

医)仁山会 中山内科医院

栃木県足利市通２丁目２７３９

0284-21-6495

医)社団 西田医院

栃木県足利市小俣町１７８９－１

0284-65-0088

医療法人 はじか外科内科

栃木県足利市葉鹿町１－１６－２

0284-64-8437

医)平沢内科医院

栃木県足利市緑町１丁目５番地２

0284-21-3567

深澤医院

栃木県足利市借宿町３１１

0284-71-0376

医)仁窓会 福地医院

栃木県足利市西新井町３１７８

0284-71-2161

医)同慈会 伏島医院

栃木県足利市里矢場町１９８５－２

0284-71-3010

伏島クリニック

栃木県足利市朝倉町３－３－１

0284-70-3085

医療法人 宏仁会 本庄記念病院

栃木県足利市堀込町２８５９

0284-73-1199

医）孝栄会 前沢病院

栃木県足利市福居町１２１０

0284-71-3191

医)邦仁会 増田医院

栃木県足利市上渋垂町７２－１

0284-72-5288

医)社団隆成会 皆川病院

栃木県足利市多田木町１１６８番地の１

0284-91-2188

医)社団 柳田医院

栃木県足利市福居町５８９番地

0284-71-2301

医)社団生命の泉 山浦内科医院

栃木県足利市五十部町１２５６－５

0284-21-6653

山川ゆい診療所

栃木県足利市山川町８８－７

0284-22-3651

医)社団廣和会 両毛クリニック

栃木県足利市中川町３５４６－５

0284-72-5522

医)もみの木会 わたなべ整形外科

栃木県足利市寿町９番地２８

0284-43-2772

一般社団法人 足利市医師会 メディカルセンター

栃木県足利市本城３－２０２２－1

0284-22-4063

米倉クリニック

栃木県那須塩原市本町２－４

0287-64-3335

須田医院

栃木県那須塩原市高林１２０６－８

0287-68-0006

社会医療法人博愛会菅間記念病院

栃木県那須塩原市大黒町２－５

0287-62-0733

医療法人順整会福島整形外科病院

栃木県那須塩原市弥生町１－１０

0287-62-0805

医療法人渡部医院

栃木県那須塩原市大原間１４０－１

0287-65-3535

医療法人健真会大島内科小児科医院

栃木県那須塩原市錦町４－２０

0287-62-0106

医療法人修英会中川医院

栃木県那須塩原市黒磯幸町６－２７

0287-62-0040

医療法人社団三森医院

栃木県那須塩原市宮町１－９

0287-62-1095

医療法人社団萌彰会那須脳神経外科病院

栃木県那須塩原市野間字神沼４５３－１４

0287-62-5500

医療法人鈴木内科外科クリニック

栃木県那須塩原市上厚崎３２３番地１２

0287-62-2337

医療法人ふじおか内科小児科

栃木県那須塩原市豊浦９３番地－１５

0287-64-3366

医療法人健和会緑の杜クリニック

栃木県那須塩原市大原間西１－６－７

0287-67-3339

医療法人大原クリニック

栃木県那須塩原市東三島３－６７

0287-37-1133

医療法人俊紅会那須高原クリニック

栃木県那須塩原市唐杉３１－２

0287-67-2701

医療法人消化器病研究会高澤クリニック

栃木県那須塩原市緑一丁目８番４７２

0287-37-9901

尾形クリニック那須

栃木県那須塩原市沓掛二丁目１０番地３

0287-65-0755

医療法人社団弘徳会那須訪問診療所

栃木県那須塩原市豊浦１０－７０６

0287-73-5047

西那須野内科循環器科クリニック

栃木県那須塩原市永田町７－１３

0287-36-1100

医療法人阿久津整形外科

栃木県那須塩原市永田町３－１６

0287-36-3639

栃木県医師会塩原温泉病院

栃木県那須塩原市塩原１３３３

0287-32-4111

学校法人国際医療福祉大学国際医療福祉大学病院

栃木県那須塩原市井口５３７－３

0287-38-2751

医療法人社団亮仁会那須中央病院

栃木県大田原市下石上１４５３

0287-29-2525

医)中三川クリニック

なかみがわ内科小児科クリニック
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那須赤十字病院

栃木県大田原市中田原１０８１番地４

0287-23-1122

獨協医科大学病院

栃木県下都賀郡壬生町大字北小林880番地

0282-86-1111

獨協医科大学日光医療センター

栃木県日光市高徳632

0288-76-1515

尾形クリニック

栃木県矢板市末広町45-3

0287-43-2230

国際医療福祉大学 国際医療福祉大学塩谷病院

栃木県矢板市冨田77

0287-44-1322
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