
風しん抗体検査委実施協力医療機関一覧 （H31.4.22現在）

市町 住所 医療機関名 電話番号 特記事項

鹿沼市 千渡２３４８－８ 医療法人　小池医院 0289-60-1300

鹿沼市 仁神堂町３５１－２６ にがみどう内科クリニック　 0289-65-2881

鹿沼市 白桑田２５４－１１ さつきクリニック　　　　 0289-76-3313

鹿沼市 上石川１３１９ 医療法人　良仁会　石川医院 0289-76-3145

鹿沼市 幸町２－２－１６ 荒井内科医院 0289-62-7523

鹿沼市 緑町２－２－２９ 医療法人　社団　実心会　いとうこどもクリニック 0289-63-5566

鹿沼市 茂呂２２６６－３ 医療法人　松青会　細川内科・外科・眼科 0289-60-1600

鹿沼市 貝島町４６３－２ 医療法人　洋心会　伊藤内科 0289-64-7241

鹿沼市 西茂呂２－６－１５ 医療法人　社団　　田中皮ふ泌尿器科クリニック 0289-65-6464

鹿沼市 西茂呂４－４６－３ 医療法人ヒポクラテス　竹村内科腎クリニック 0289-60-7577

鹿沼市 府所町１１９－１ 医療法人  杏和会　　宮司外科胃腸科 0289-62-6222

鹿沼市 下田町１－８７１－１ いけもりクリニック 0289-64-3456

鹿沼市 下田町２－１０５２－３ 医療法人  　青木医院 0289-65-1543

鹿沼市 万町９３９－６ 医療法人　甲心会　小野内科循環器科医院 0289-64-3385

鹿沼市 鳥居跡町９９５－１ 荒木医院 0289-64-2775

鹿沼市 上殿町８１７－５ 小林産婦人科医院　 0289-65-7788

鹿沼市 久保町１６１８ 大谷クリニック　　　　　　　　　　　　　　　　 0289-62-2549

鹿沼市 久保町１６１８－５ 医療法人かのと会　宇賀神内科外科 0289-60-6300

鹿沼市 銀座１－１８７２ 医療法人　杏仁会　大谷医院 0289-64-1101

鹿沼市 仲町１７０３－３ 医療法人　松青会　細川耳鼻咽喉科・内科 0289-64-3387

鹿沼市 上材木町２３２０ 医療法人　雄仁会　奥山医院 0289-64-2207

鹿沼市 上田町１９１５－４ 医療法人　天貴会　大野医院 0289-65-3661

鹿沼市 坂田山１－２８－２ けやき坂クリニック　 0289-62-8808

鹿沼市 口粟野１６５４ 医療法人社団　金子医院 0289-85-3220

鹿沼市 西沢町４７２－１ 医療法人　社団　北川医院 0289-77-2012

鹿沼市 磯町３－２ いちだクリニック 0289-77-5122

鹿沼市 下田町１－１０３３ 上都賀厚生農業協同組合連合会　上都賀総合病院 0289-64-2161

日光市 板橋１７８－２３８ 熊谷医院　 0288-26-5800

日光市 今市１４０９ 医療法人　紀広会　小沢医院 0288-21-1934

日光市 今市３８１ 社団医療法人　明倫会　今市病院 0288-22-2200

日光市 今市６７４ 社団医療法人　英静会　森病院 0288-22-1024

日光市 今市８１４－１ 新沢外科 0288-21-1787

日光市 今市８２６－４ 医療法人　美光会　吉原医院 0288-21-0161

日光市 今市１１５７番地１ 医療法人　紫苑会　阿久津医院 0288-21-0734

日光市 平ケ崎６０９－４ 医療法人　矢尾板記念会　見龍堂クリニックかわせみ 0288-22-1221

日光市 瀬尾４９７－１ 医療法人社団　志幸会　木村内科医院 0288-22-7880

日光市 並木町２－５ 医療法人　栄仁会　川上病院 0288-22-2311

日光市 吉沢２３９－９ 本町内科クリニック 0288-25-3120

日光市 石屋町５－７ 藤原医院 0288-54-1035

日光市 七里７１３－５ いちいクリニック内科・皮膚科 0288-50-1192

日光市 安川町８－２５ 小西医院 0288-54-0924

日光市 足尾町砂畑４１４７－２ 医療法人　社団  双愛会　足尾双愛病院 0288-93-2011

日光市 足尾町赤沢２１－２８ 多島医院 0288-93-2033

日光市 荊沢５９９－１３３ 医療法人  社団  愛育会　森島こどもクリニック 0288-22-6522

日光市 荊沢６００－３２ 医療法人　修和会　石塚クリニック 0288-30-3277

日光市 木和田島３００８－８ 医療法人　矢尾板記念会　見龍堂医療福祉総合クリニック 0288-32-2021

日光市 木和田島３０４３ いとうクリニック 0288-32-2030

日光市 木和田島３０４６－３ 亀森レディースクリニック 0288-32-2203

日光市 小林２８２４－１ 塩野室診療所 0288-26-8870

日光市 鬼怒川温泉大原１３９６－２０ 医療法人　豊英会　川村医院 0288-77-0085

日光市 高徳６３２番地 学校法人　獨協学園　獨協医科大学日光医療センター 0288-76-1515

日光市 湯西川１１６８－１ 日光市立湯西川診療所　 0288-98-0305

日光市 日蔭５７５ 日光市立国民健康保険栗山診療所　 0288-97-1014

栃木市 西方町金崎２７３－３ 特定医療法人　厚生会　西方病院 0282-92-2323

栃木市 西方町真名子１０６３ 高橋医院 0282-92-7031

栃木市 藤岡町藤岡１８４５－１０ 医療法人　社団　広揚会　腰塚医院 0282-62-2072

栃木市 大宮町５２ 医療法人　研心会　　竹田内科小児科クリニック 0282-29-1233

栃木市 平柳町２－２７－１３ 医療法人　明誠会　秋元クリニック 0282-29-1131

栃木市 泉町２１－３ 医療法人　弘友会　関口医院 0282-25-2223

栃木市 万町１６－２３ 医療法人　寿朋会　高田クリニック 0282-23-9133

栃木市 万町３０－１６ 医療法人　さいとう小児科 0282-22-0757

栃木市 入舟町１４－３ 医療法人　野﨑医院 0282-24-4809

栃木市 錦町６－１２ 医療法人　河口医院 0282-22-5752
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栃木市 今泉町２－１０－１８ 医療法人　中元内科医院 0282-27-2325

栃木市 日ノ出町１－６ 医療法人　社団　金田医院 0282-22-0415

栃木市 日ノ出町６－３５ 医療法人　仁佑会　山門クリニック 0282-22-0765

栃木市 日ノ出町６－６ 医療法人　サンライズクリニック 0282-24-4702

栃木市 城内町２－３４－２０ 医療法人　愛泉会　かわしまクリニック　 0282-24-8239

栃木市 本町１６－９ 桜井こどもクリニック　 0282-24-5987

栃木市 旭町１５－１４ 大場医院 0282-22-1360

栃木市 倭町２－２５ 好生医院 0282-22-0317

栃木市 河合町２－３ エクセルパルビル２Ｆ 医療法人　清精会　池森クリニック 0282-25-2577

栃木市 境町２１－７ 医療法人　嘉真会　　岡田皮フ科耳鼻咽喉科クリニック 0282-25-2525

栃木市 祝町８－１ 医療法人　社団　徳仁会　中野病院 0282-22-0031

栃木市 片柳町１－１７－１９ 医療法人　大島医院 0282-23-2116

栃木市 片柳町１－１７－３ 医療法人　高田産婦人科医院 0282-24-3211

栃木市 片柳町１－２７－１５ 島野小児科医院　 0282-22-8711

栃木市 片柳町１－６－３ たまのクリニック　 0282-22-3777

栃木市 片柳町１－６－４０ 天海内科 0282-23-8333

栃木市 片柳町２－１－５０ 医療法人　社団　おおやクリニック 0282-24-8822

栃木市 片柳町５－１１－９ とちぎ診療所　 0282-25-3225

栃木市 平井町２１９－５ なんばクリニック　 0282-24-7787

栃木市 大町２７－２４ 医療法人　社団　大門内科医院 0282-24-8131

栃木市 大町３９－５ 一般財団法人とちぎﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ　とちぎﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰとちのき 0282-22-7722

栃木市 嘉右衛門町１０－６ 箕輪内科　 0282-23-5588

栃木市 嘉右衛門町６－１０ 医療法人　恵仁会　青木医院 0282-20-6022

栃木市 箱森町３６－２ 医療法人社団　なかつぼクリニック 0282-20-5252

栃木市 箱森町３８－７０ 医療法人　よこやま内科小児科クリニック 0282-24-8102

栃木市 箱森町５１－４０ こばやしクリニック　 0282-25-8300

栃木市 都賀町木３８３－１ 医療法人　高志会　百瀬医院 0282-27-8210

栃木市 都賀町合戦場２１２－５ 合戦場クリニック　 0282-29-1291

栃木市 川原田町１６０８－１ 医療法人　社団　島田会　うづまクリニック 0282-24-4821

栃木市 野中町６２５－１ わたなべ内科循環器科クリニック　 0282-21-7528

栃木市 大森町４４５－４ ちづかクリニック　 0282-31-3750

栃木市 藤岡町中根１１５－５ 持田医院　　　　　　　　　　　　　　　　 0282-67-3661

栃木市 岩舟町和泉１４５７－１ 医療法人　慈誠会　橋本腎内科クリニック 0282-54-3377

栃木市 岩舟町静５５０－２ 医療法人  木水会　小松原医院 0282-55-2026

栃木市 岩舟町下津原１８９－２ 医療法人　あまがい内科医院 0282-55-7811

栃木市 岩舟町畳岡５３４－１ 耳鼻咽喉科皮膚科　しまだクリニック 0282-55-1500

栃木市 岩舟町古江９８ 医療法人　聖生会　松永医院 0282-55-8869

栃木市 岩舟町小野寺２５７５－７ 医療法人社団信証会　江田クリニック 0282-57-1234

栃木市 岩舟町新里１８０－１ 医療法人　星霜会　熊倉医院 0282-55-8425

栃木市 大平町牛久９９－２ 医療法人　みずほクリニック 0282-25-1222

栃木市 大平町富田４００３－８ 小森谷内科医院 0282-43-7327

栃木市 大平町富田５９２－１ 医療法人　藤沼医院 0282-43-2233

栃木市 大平町下皆川７５３ 医療法人　友仁会　おおひらレディスクリニック 0282-43-8211

栃木市 大平町横堀字前林８０８－３ 医療法人　新風会　大平東診療所 0282-22-0173

栃木市 大平町西水代１８３５－１ 医療法人　社団　翠会　田村医院 0282-43-3368

栃木市 大平町西水代１９４３－１ 整形外科　メディカルパパス　 0282-45-1366

栃木市 大平町新１０６８ 森川内科・外科クリニック　 0282-45-2225

栃木市 大平町新１４７４－１ あおき耳鼻咽喉科医院　 0282-43-3387

栃木市 大平町川連４２０－１ 一般財団法人とちぎﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ　とちぎﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰしもつが 0282-22-2551

下都賀郡 野木町丸林４２１－９ 医療法人　いぶき　鹿野クリニック 0280-57-0056

下都賀郡 壬生町安塚２００８－１ 島田医院 0282-86-0011

下都賀郡 壬生町安塚１１８４－１０ 荒川内科クリニック　 0282-86-0501

下都賀郡 壬生町安塚１９４４－１ 佐藤医院 0282-86-0123

下都賀郡 壬生町安塚７６５－１５ 医療法人　緑枝会　にしやま内科クリニック　 0282-86-6000

下都賀郡 壬生町おもちゃのまち２－４－８ 医療法人社団　智栄会　福井セントラルクリニック 0282-86-6624

下都賀郡 壬生町幸町２－１１－２ おもちゃのまち内科クリニック 0282-86-1517

下都賀郡 壬生町緑町３－９－１５ 医療法人　関湊記念会　グリーンクリニック 0282-86-3966

下都賀郡 壬生町寿町５－３ 高橋とおるクリニック　 0282-25-5881

下都賀郡 壬生町壬生甲２３４９ 医療法人　八喜会　木村産婦人科医院 0282-82-6136

下都賀郡 壬生町壬生甲３０７２－１ 医療法人　勇知会　多島外科胃腸科 0282-82-7500

下都賀郡 壬生町壬生甲字車塚３３１２－１ クララクリニック　 0282-83-1311

下都賀郡 壬生町落合３－７－３０ 医療法人　渓風会　かとう小児科 0282-82-7576

下都賀郡 壬生町福和田１００３－１ 医療法人　裕智会　大橋内科クリニック 0282-82-8522
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下都賀郡 壬生町藤井１２８５－１４ 壬生東診療所　 0282-82-5800

下都賀郡 壬生町本丸１－７－１０ 医療法人　陣内医院 0282-82-0242

下都賀郡 壬生町中央町６－３７ 医療法人　松本内科医院 0282-82-2002

下都賀郡 壬生町通町１０－５ 医療法人建幸会　小倉医院 0282-82-0057

下都賀郡 壬生町大師町３８番４号 あかりこどもクリニック 0282-81-0001

小山市 駅南町１－１７－１８ トータルクリニック寺門医院 0285-27-9776

小山市 松沼５７８ 医療法人社団　章仁会　船田内科外科医院 0285-37-0010

小山市 喜沢３９９－４ 医療法人　志楽会　星内科医院 0285-22-3283

小山市 喜沢６４７ 医療法人　山室クリニック 0285-25-0504

小山市 喜沢６６７－１５３ せき内科胃腸科クリニック　 0285-30-5400

小山市 喜沢陸羽道東４３８－１ すずき整形外科　 0285-23-2010

小山市 駅東通り１－３２－１ 医療法人　小山イーストクリニック 0285-24-2200

小山市 駅東通り１－３－３ 医療法人聖真友愛会　友井内科クリニック 0285-30-1111

小山市 駅東通り１－４７－１８ 岡整形外科　 0285-23-5503

小山市 駅東通り２－１８－１８ アゲイン９０２階 医療法人　柏木医院  　柏木耳鼻咽喉科医院 0285-25-2933

小山市 駅東通り２－６－１０ かわなご女性クリニック　 0285-25-2101

小山市 駅東通り２－３８－１３ 髙岩内科医院 0285-22-0170

小山市 中央町２－１－１９ 医療法人　共愛会　小山中央医院 0285-22-0745

小山市 中央町２－８－２４ 医療法人　安西・古谷クリニック 0285-22-0215

小山市 宮本町２－４－６ 医療法人　顕仁会　福田医院 0285-25-5511

小山市 城山町２－４－２６ 土谷医院 0285-22-0317

小山市 城山町２－７－１８ 医療法人　博愛会　杉村病院 0285-25-5533

小山市 花垣町１－２－１９ 篠原クリニック　　　　　　　　　　　　　　　　 0285-22-0764

小山市 花垣町１－７－６ 医療法人　花垣内科医院 0285-22-4724

小山市 若木町２－１１－２０ 医療法人　まこと　やまなかレディースクリニック 0285-37-8020

小山市 城北６－２６－５ とみやまクリニック　 0285-38-8688

小山市 八幡町２－１０－６ 医療法人　敬愛会　小山厚生病院 0285-22-1105

小山市 天神町１－９－２２ 医療法人　　近藤クリニック 0285-23-2825

小山市 天神町２－１２－２２ 永山医院 0285-22-0219

小山市 神鳥谷１－１９－１ 医療法人　社団　神鳥谷クリニック 0285-22-7700

小山市 神鳥谷５－１８－１５ 医療法人　みやび　樹レディスクリニック 0285-20-5505

小山市 下河原田６９４ 神野医院 0285-38-0007

小山市 卒島２４４－１ 医療法人　さくら会　さくらのクリニック 0285-37-1221

小山市 下石塚４７１ 医療法人　博葉会　戸野塚内科医院 0285-38-2007

小山市 北飯田７４－２ 医療法人　敬愛会　南栃木病院 0285-39-1150

小山市 中久喜５－２－１ 関医院　　　　　　　　　　　　　　　　　 0285-22-0285

小山市 城東１－２－２６ 医療法人　小山皮膚科　小山皮ふ科 0285-23-7124

小山市 城東２－１９－２ 青い鳥こどもクリニック　 0285-37-7111

小山市 城東５－１－１７ 医療法人　北村クリニック 0285-22-2888

小山市 城東６－１０－１ みなみこどもクリニック 0285-20-0010

小山市 城東６－１４－９ 沼部医院 0285-22-2903

小山市 出井１９３５ 医療法人　大樹会　サンフラワークリニック 0285-22-1920

小山市 犬塚１－２１－８ いしい整形外科　 0285-20-3588

小山市 犬塚５－１４－１０ 犬塚クリニック　 0285-30-5066

小山市 犬塚６２ 医療法人　社団　星野会　暁クリニック 0285-24-6868

小山市 塚崎１５０３ 苅部小山南クリニック　 0285-31-1188

小山市 西城南４－１２－３３ ふくだクリニック 0285-27-5911

小山市 西城南２－１８－７ 医療法人　渓仁会　城南クリニック 0285-28-7780

小山市 西城南４－４－４ 浅井こどもクリニック　 0285-28-3002

小山市 駅南町５－１６－８ 医療法人　川村内科医院 0285-28-1332

小山市 雨ヶ谷８２４－１８ 医療法人　健寿会　小山整形外科内科クリニック 0285-31-3366

小山市 東城南５－６－１０ 医療法人　千優会　ちばクリニック 0285-43-6801

小山市 雨ケ谷町２４ おぐら内科・腎クリニック　 0285-39-6505

小山市 粟宮７４５－１ 医療法人　社団　星野会　星野胃腸科外科医院 0285-25-3533

小山市 間々田１７２２－２ 医療法人  社団  純真会　所内科胃腸科クリニック 0285-45-9393

小山市 間々田１８－１ 医療法人　富樹会　三田整形外科 0285-45-8800

小山市 東間々田２－１０３－３ 医療法人　花垣内科医院 つちやｶﾙﾃﾞｨｵｸﾘﾆｯｸ 0285-41-5551

小山市 美しが丘３－３５－３ 医療法人　おおきこどもクリニック 0285-41-0025

小山市 乙女１－２８－１ 医療法人　佑宏会　森岡内科小児科医院 0285-45-7002

小山市 乙女２－３－１５ 野村消化器内科クリニック　 0285-41-0330

小山市 乙女７９５ 医療法人　光風会　光南病院 0285-45-7711

小山市 網戸１８５０ 青木医院 0285-45-5545

下野市 医大前３丁目２番地２　小泉ビル３階 医療法人　ブレイン　自治医大ステーション・ブレインクリニック 0285-37-8721
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下野市 柴２９１－２ 医療法人　宮澤クリニック 0285-44-3309

下野市 駅東６－１－２２ 医療法人  仙寿会　山本整形外科医院 0285-44-6820

下野市 駅東６－１－２２ 山本皮フ科　 0285-44-1419

下野市 小金井１－３０－６ 和田マタニティクリニック　 0285-40-5503

下野市 小金井２－４－３ 医療法人　小金井中央病院 0285-44-7000

下野市 小金井２９７６ 岡田医院　 0285-44-0021

下野市 小金井５－２６－１０ 医療法人  杏仁会　海老原医院 0285-44-0163

下野市 小金井７７７－１ 医療法人　大和会　国分寺さくらクリニック 0285-40-0203

下野市 薬師寺２４７２－１５ 医療法人　　南河内診療所 0285-47-1070

下野市 薬師寺２４８９－１０ すずき内科･循環器科　 0285-40-1260

下野市 薬師寺３１５４－２ 医療法人　三秀会　中央クリニック 0285-40-1121

下野市 薬師寺３１７１－４ 医療法人　しもつけクリニック　 0285-32-6331

下野市 仁良川１５１８－１ あんずの森クリニック　 0285-32-6601

下野市 緑２－３２９１－１ 医療法人　青翠会　若草クリニック 0285-40-0123

下野市 緑５－１７－１２ 医療法人　　おかべこどもクリニック 0285-40-7300

下野市 祇園１－２５－４ ＳＡＫＡ第２ビル１Ｆ 医療法人　頓悟の会　ｶﾅｻﾞﾜ・ｱﾚﾙｷﾞｰ・ｸﾘﾆｯｸ 0285-40-1337

下野市 祇園２－３－２ 医療法人　社団　望星会　グリーンタウンクリニック 0285-44-8311

下野市 下古山２－６－１７ 医療法人　グリムこどもクリニック 0285-51-1515

下野市 文教２－７－１４ 医療法人　大柳会　大柳内科・眼科 0285-51-2400

下野市 文教３－１０－４ 医療法人　新島内科クリニック 0285-53-8820

下野市 石橋２３８－１ 島田クリニック　 0285-53-8000

下野市 石橋５４９ 医療法人　坦行会　角田内科医院 0285-53-5665

下野市 石橋８０３－１ そうとめ皮膚科クリニック　 0285-53-0015

下野市 石橋８１１－１ 医療法人　社団　大栗内科 0285-53-5850

下野市 石橋８３９－１４ 医療法人　　佐藤内科 0285-53-1305

下野市 大光寺１－１１－１０ ふじたクリニック　 0285-51-2727

下野市 下古山１－１５－４ 医療法人社団　友志会　石橋総合病院 0285-53-1134

河内郡 上三川町梁３４７ 藤沼医院　 0285-53-7105

河内郡 上三川町大山４６７－５ 医療法人　信和会　石川医院 0285-52-0100

河内郡 上三川町西汗１７０１－４７ 医療法人　直心会　やまだ脳神経外科クリニック 0285-55-1340

河内郡 上三川町西汗字中赤堀１７０６－１ 医療法人　信弘会　本郷台医院 0285-57-1623

河内郡 上三川町上三川２８６３－１ 川嶌内科小児科クリニック　 0285-37-7800

河内郡 上三川町上三川３４４６－３ 医療法人　順定会　やの小児科医院 0285-56-0280

河内郡 上三川町大字上蒲生２３１２－３ うえのクリニック 0285-56-0008

河内郡 上三川町しらさぎ１－１９－８ 医療法人　遼朋会　せんば医院 0285-55-1500

河内郡 上三川町しらさぎ１－４１－１７ 医療法人  平静会　竹澤内科医院 0285-56-7007

下都賀郡 野木町友沼５３２０－２ 医療法人　社団　友志会　野木病院 0280-57-1011

下都賀郡 野木町友沼６５０７－１ 寺内整形外科　 0280-57-9811

下都賀郡 野木町佐川野１８０６－１ 医療法人　岩﨑医院 0280-56-0280

下都賀郡 野木町丸林５８３－３ 医療法人　康仁会　いなば内科クリニック 0280-57-0770

下都賀郡 野木町野渡２４５－２ 医療法人まゆき会　菊池クリニック 0280-57-2510

佐野市 小中町１２５５－１ すがやクリニック　 0283-20-8850

佐野市 並木町１４４１－４ おぬき内科クリニック 0283-20-5080

佐野市 赤坂町１８６ 医療法人　柳川小児科医院 0283-22-0516

佐野市 赤坂町６８ 平野外科医院　　　　　　　　　　　　　　　　 0283-22-0602

佐野市 上台町２０９３－６ 医療法人　富田内科クリニック　　富田内科クリニック 0283-23-5675

佐野市 相生町２００－２７ 齋藤耳鼻咽喉科医院 0283-22-1035

佐野市 亀井町２６０８－１ 医療法人　神永皮膚科医院 0283-24-1219

佐野市 亀井町２６３９ 医療法人　土屋小児科 0283-22-1331

佐野市 大和町２６００ 医療法人　ヤマト医院 0283-24-6188

佐野市 村上町１１１－１ 医療法人　社団　亀田医院　　　 0283-22-6045

佐野市 石塚町２３９８番地 のしろクリニック　 0283-26-0071

佐野市 赤見町３１５２ 医療法人　志賀クリニック 0283-25-3222

佐野市 多田町５６５－１ 医療法人　こばやしファミリークリニック　 0283-85-9900

佐野市 栃本町２２４１ 医療法人　泉心会　坪水医院　 0283-62-0265

佐野市 田沼町１８３２番地１ 指定管理者医療法人財団青葉会　佐野市民病院 0283-62-5111

佐野市 葛生東１－１０－２７ 医療法人翼望会　　長島医院 0283-84-1108

佐野市 犬伏新町１３０８－２ 板橋医院 0283-21-5335

佐野市 犬伏新町２０６０ 医療法人　社団　米山内科クリニック 0283-22-5100

佐野市 高萩町１２１６－１ 医療法人社団　雄智会　竹石内科クリニック　 0283-27-0788

佐野市 高萩町１３１５－６ 医療法人　愛仁会　佐野利根川橋クリニック 0283-27-8282

佐野市 北茂呂町１０－７ ほだかクリニック 0283-24-8333

佐野市 浅沼町８０４－３ 丸山レディースクリニック　 0283-22-0022
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佐野市 浅沼町８４８－１ 吉田耳鼻咽喉科クリニック　 0283-27-3387

佐野市 植上町１４０８－２ 医療法人　岡田こどもクリニック 0283-20-5552

佐野市 植上町１６７７ 一般社団法人  佐野市医師会附属　佐野医師会病院 0283-22-5358

佐野市 植上町１７５２－２ 医療法人　いぶき会　小倉医師会通りクリニック 0283-27-2775

佐野市 奈良渕町３２５－１５ 綿引クリニック　 0283-24-5511

佐野市 奈良渕町３３９－２５ 匠レディースクリニック　 0283-21-0003

佐野市 堀米町３９３６－６ 医療法人　谷垣内耳鼻咽喉科 0283-20-2131

佐野市 堀米町３９５２－１ 医療法人　珀樹会　ほりごめクリニック 0283-25-8006

佐野市 富岡町１５６１－２ 医療法人　社団  　あきもと小児科医院 0283-21-3322

佐野市 富岡町１６５５－１ 医療法人　若林胃腸科医院 0283-24-5008

佐野市 久保町１１０－１ 医療法人　康仁会　岡医院　岡産科婦人科医院 0283-23-9118

佐野市 久保町２６３ 城山公園すずきクリニック 0283-22-0195

佐野市 天神町７９７ 医療法人　社団  　江面医院 0283-22-0974

佐野市 堀米町１７２８ 佐野厚生農業協同組合連合会　佐野厚生総合病院 0283-22-5222

足利市 大月町１０３１ 医療法人　太陽会　足利第一病院 0284-44-1212

足利市 利保町３－７－１ 医療法人　慈風会　関内科医院 0284-44-0880

足利市 大沼田町６１５ 福)全国重症心身障害児者を守る会　あしかがの森足利病院 0284-91-0611

足利市 花園町４－２ 医療法人　正美会　大岡胃腸内科 0284-41-1177

足利市 助戸１－７１０ 小平小児科クリニック 0284-44-1411

足利市 千歳町６７－７ 医療法人　矢部　柴田クリニック 0284-43-2330

足利市 錦町１４ 医療法人　とちの木会　栃木産科婦人科医院 0284-41-3378

足利市 錦町４５－１ 医療法人　千歳会　冨田内科医院 0284-41-5405

足利市 相生町３８７ 医療法人　社団　浅岡医院 0284-41-8188

足利市 元学町８３０－３ 医療法人　きねぶちクリニック 0284-42-8200

足利市 新山町２２５６－３ 医療法人 　新山クリニック 0284-42-1881

足利市 江川町３－１３－３ 医療法人　花水木会　田村レディスクリニック 0284-43-3006

足利市 小俣町１７８９－１ 医療法人　社団　西田医院 0284-65-0088

足利市 小俣町６１７－１ 医療法人　田所医院 0284-62-0562

足利市 葉鹿町１－１０－８ 医療法人　柊門会　阿部医院本院 0284-64-0888

足利市 葉鹿町１－３１－２７ 医療法人　春楡会　てらうち内科小児科医院 0284-64-1133

足利市 羽刈町５７ 医療法人　東洞会　筑波医院 0284-71-1633

足利市 福富町２０９６－１ 医療法人　　井戸川クリニック 0284-73-3360

足利市 上渋垂町３３８－３ 医療法人  慶正会　くさの小児科 0284-73-7000

足利市 島田町８２２－６ 医療法人　みくりや整形外科 0284-73-7373

足利市 福居町５０６ こんのクリニック　 0284-73-0860

足利市 旭町８５１－４ 小野内科消化器科医院　 0284-22-3730

足利市 通２－２６４６－１ 医療法人　櫻会　中谷医院 0284-41-3591

足利市 栄町１－３４１２ 医療法人　博済会　鈴木病院 0284-21-2854

足利市 朝倉町２－１１－１３ 岡田内科　　　　　　　　　　　　 0284-72-8877

足利市 八幡町１－７－１ 医療法人中三川クリニック　なかみがわ内科小児科クリニック 0284-70-0511

足利市 借宿町３１１ 深澤医院 0284-71-0376

足利市 借宿町５５８ なかたクリニック　 0284-73-6760

足利市 借宿町６１０－７ 医療法人　社団　邦史会　うるしばらクリニック 0284-70-7177

足利市 堀込町２８５９ 医療法人　宏仁会　本庄記念病院 0284-73-1199

足利市 里矢場町１９８５－２ 医療法人　同慈会　伏島医院 0284-71-3010

足利市 南大町４５１－１ 医療法人　　小松原ペインクリニック 0284-70-1374

足利市 西新井町３１７８ 医療法人　仁窓会　福地医院 0284-71-2161

足利市 今福町６６ 医療法人　落合医院 0284-21-1328

足利市 五十部町１７８５ 医療法人  社団  裕幸会　賀川診療所 0284-21-3131

足利市 五十部町２８４－１ 日本赤十字社  栃木県支部　足利赤十字病院 0284-21-0121
当院にて不妊治療を
行っている方とその
パートナーのみ対象

足利市 鹿島町５０１－１ かしま産婦人科　 0284-65-0341

足利市 鹿島町５０１－３ 鹿島こどもクリニック　 0284-65-0035

足利市 多田木町１１６８－１ 医療法人  社団　隆成会　皆川病院 0284-91-2188

矢板市 片岡２１４６－３ 医療法人社団　寛久会　山田クリニック 0287-48-1212

矢板市 乙畑１４５３－３ 医療法人　　西川整形外科 0287-48-2552

矢板市 木幡１３０８－２０ 医療法人　敬成会　村井胃腸科外科クリニック 0287-40-3055

矢板市 木幡１３２４ 医療法人  大梓会　かるべ皮フ科小児科医院 0287-43-1210

矢板市 富田３０２ 医療法人　あゆら　かわしま循環器内科　 0287-43-5470

矢板市 富田５４８－１ 医療法人　アップル　きうち産婦人科医院 0287-43-5600

矢板市 富田７７ 学校法人　国際医療福祉大学　国際医療福祉大学塩谷病院 0287-44-1155

矢板市 扇町１－１０－２８ 医療法人　なごみ会　村井医院 0287-43-0064
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矢板市 末広町３２－２ 医療法人　社団　上田医院 0287-43-7766

矢板市 末広町４５－３ 医療法人　社団　為王会　尾形クリニック 0287-43-2230

矢板市 末広町６３－９ 医療法人　社団　良仁会　後藤医院 0287-44-2323

矢板市 泉３７７－５ 橋本医院　　　　　　　　　　　　　　　　 0287-43-0406

さくら市 狹間田１９２３－１ おのこどもクリニック　 028-681-1600

さくら市 氏家１９１６ 高瀬小児科医院 028-682-5511

さくら市 氏家２１９０－５ 医療法人　帯経会　さくら産院 028-682-3000

さくら市 氏家３２４５－１７ 医療法人　仲嶋医院 028-681-7755

さくら市 氏家３３９０－５ 医療法人悠緑会　にし内科ハートクリニック 028-682-8920

さくら市 桜野９２８－８ 岡医院　 028-681-1251

さくら市 桜野１２２０ 医療法人　社団　仁寿会　檜山医院 028-682-2730

さくら市 桜野１２５０ 根本医院　　　　　　　　　　　　　　　　 028-682-2800

さくら市 桜野１３０８ 森島医院 028-682-2116

さくら市 上阿久津上ノ台１７４６－２ きぬの里クリニック　 028-612-8710

さくら市 卯の里１－１７－１ 医療法人　佐藤クリニック 028-681-7666

さくら市 向河原４０９５ 特定医療法人　誠之会　氏家病院 028-682-2911

さくら市 氏家２６５０ 社会医療法人　恵生会　黒須病院 028-682-8811

さくら市 喜連川４３４７－２ 小林医院　 028-686-2061

さくら市 喜連川４４１３ 医療法人　社団　一石会　佐野医院 028-686-2002

さくら市 喜連川８４１－１ 花塚クリニック　 028-686-7667

塩谷郡 塩谷町道下８０７－１ 大和田内科　 0287-45-2411

塩谷郡 塩谷町金枝９５０ 植木医院　 0287-45-0558

塩谷郡 塩谷町上平２７－２ 風見診療所　　　　　　　　　　　　　　　　 0287-46-0656

塩谷郡 高根沢町平田１９２０－１ 医療法人　社団　　深澤クリニック 028-676-0671

塩谷郡 高根沢町石末２０９３－１０ まなか医院 028-675-4123

塩谷郡 高根沢町大谷１７６－１ 医療法人社団　阿久津医院 028-675-2511

塩谷郡 高根沢町宝石台３－３－１９ にいたに内科　 028-675-6515

塩谷郡 高根沢町光陽台３－１６－１ 医療法人  社団  恵心会　高根沢中央病院 028-675-1133

塩谷郡 高根沢町光陽台５－７－３ 関根クリニック　 028-612-7015

塩谷郡 高根沢町宝積寺１０３８ 医療法人　社団　賢桃会　谷口医院　 028-675-0005

塩谷郡 高根沢町宝積寺２３８８－５ 医療法人　中津川会　中津川循環器科内科クリニック 028-675-7521

大田原市 小滝１１０７－６ 増山医院　 0287-22-2336

大田原市 富士見１－１６０６－２６５ 小林内科外科医院　 0287-23-8870

大田原市 佐久山２０１８ 阿部内科　　　　　　　　　　　　　　　　 0287-28-0053

大田原市 滝沢３５５ 医療法人　髙橋医院 0287-28-1151

大田原市 野崎２－７－１４ 医療法人　社団　豊心会　藤田医院 0287-29-0010

大田原市 浅香３－３７１１－１２ 医療法人　恵徳会　あさかクリニック 0287-22-2601

大田原市 浅香３－３－９ 鎌田浅香医院　 0287-22-2703

大田原市 美原２－２８３１－１５３ 医療法人　木戸内科クリニック 0287-20-3200

大田原市 城山１－２－３ 松井医院 0287-22-2067

大田原市 城山２－５－２９ 赤羽胃腸科外科肛門科医院 0287-23-1131

大田原市 中央２－１－２ 青柳医院　　　　　　　　　　　　　　　　 0287-22-2122

大田原市 住吉町１－１１－２０ 医療法人　光愛会　髙橋外科医院 0287-22-2624

大田原市 黒羽田町８２７ 益子クリニック　 0287-54-2727

大田原市 黒羽向町６０ 江部医院 0287-54-0013

大田原市 大豆田４５７－２４ 車田医院 0287-54-0062

大田原市 佐良土８６１ 増山医院 0287-98-2008

大田原市 中田原１０８１番地４ 那須赤十字病院 0287-23-1122

那須塩原市 豊浦９３－１５ 医療法人　　ふじおか内科小児科 0287-64-3366

那須塩原市 上厚崎３２３－１２ 医療法人　鈴木内科外科クリニック 0287-62-2337

那須塩原市 弥生町９－１６ 宗形医院 0287-62-1360

那須塩原市 大黒町２－５ 社会医療法人　博愛会　菅間記念病院 0287-62-0733

那須塩原市 中央町１－８ 医療法人　金澤医院 0287-62-0029

那須塩原市 宮町１－９ 医療法人　社団　三森医院 0287-62-1095

那須塩原市 宮町５－１９ 医療法人　愛生会　藤田産婦人科医院 0287-62-0115

那須塩原市 本町２－４ 米倉クリニック　 0287-64-3335

那須塩原市 本町９－２６ 医療法人社団　仁愛会　滝田メディカルクリニック 0287-62-0392

那須塩原市 黒磯幸町６－２７ 医療法人　修英会　中川医院 0287-62-0040

那須塩原市 錦町４－２０ 医療法人　健真会　大島内科小児科医院 0287-62-0106

那須塩原市 高林１２０６－８ 須田医院　　　　　　　　　　　　　　　　 0287-68-0006

那須塩原市 緑１－８－４７２ 医療法人　消化器病研究会　高澤クリニック 0287-37-9901

那須塩原市 西朝日町６－４２ 医療法人　社団　小沼内科胃腸科クリニック 0287-37-5353

那須塩原市 西幸町７－１３ 医療法人　修心会　さいとうクリニック 0287-39-1805
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那須塩原市 永田町７－１３ 西那須野内科循環器科クリニック 0287-36-1100

那須塩原市 一区町１６０－１ みどりクリニック　 0287-37-8231

那須塩原市 東三島３－６７ 医療法人　大原クリニック 0287-37-1133

那須塩原市 三島２－１４－９ 医療法人　石塚産婦人科 0287-36-6231

那須塩原市 塩原１３３３ 一般社団法人　栃木県医師会　栃木県医師会塩原温泉病院 0287-32-4111

那須塩原市 唐杉３１－２ 医療法人　俊紅会　那須高原クリニック 0287-67-2701

那須塩原市 前弥六５１－１ 社会医療法人　博愛会　那須塩原ｸﾘﾆｯｸ･健康増進ｾﾝﾀｰ 0287-67-1570

那須塩原市 大原間140-1 医療法人　渡部医院 0287-65-3535

那須塩原市 大原間西１－６－７ 医療法人　健和会　緑の杜クリニック 0287-67-3339

那須郡 那須町高久甲２３９８－８ 柄沢医院　　　　　　　　　　　　　　　　 0287-64-0311

那須郡 那須町高久丙一ツ樅道下１１９５－７０１ もみの木医院　 0287-76-4333

那須郡 那須町寺子乙３９６７－１９０ 立花医院　 0287-72-0311

那須郡 那須町寺子丙１－１４ 医療法人　塩田医院 0287-72-1860

那須郡 那須町寺子丙１－５６ 田﨑医院　　　　　　　　　　　　　　　　 0287-72-0111

那須烏山市 熊田５５５ 那須烏山市  熊田診療所 0287-88-2136

那須烏山市 大金２１２－４ 林田医院 0287-88-2056

那須烏山市 中央２－４－３ 山野クリニック　 0287-84-3850

那須烏山市 中央３－２－１３ 南那須地区広域行政事務組合立　那須南病院 0287-84-3911

那須烏山市 金井１－１４－８ 医療法人　洋和会　水沼医院 0287-84-0001

那須烏山市 金井２－１－６ 医療法人　堀の内会　阿久津クリニック 0287-83-2021

那須烏山市 野上６３７－２ 医療法人　　近藤クリニック 0287-83-2250

那須郡 那珂川町小川２９６０－１ 医療法人　社団　東寿会　佐藤医院 0287-96-2841

那須郡 那珂川町小川７００ 上野医院　 0287-96-5151

那須郡 那珂川町馬頭２００－１ 中山内科医院 0287-92-2013

那須郡 那珂川町馬頭２０６８ 医療法人　社団　誠和会　高野病院 0287-92-2520

那須郡 那珂川町馬頭４６４－１ 医療法人　社団　開成会　白寄医院 0287-92-2710

那須郡 那珂川町馬頭４８４－３ 医療法人　慈仁会　飯塚医院 0287-92-2034

那須郡 那珂川町北向田１８７ 医療法人　坂本クリニック 0287-92-1166

真岡市 西田井７４８－２ 田井の里クリニック　 0285-81-6502

真岡市 荒町１１８０－３ 医療法人優花会　渋谷整形外科 0285-83-7566

真岡市 荒町３－４５－１６ 医療法人　徳真会　真岡病院 0285-84-6311

真岡市 荒町３－４９－６ 医療法人　環の会　モオカ内科・腎クリニック 0285-81-6733

真岡市 台町２４６１ 芳賀赤十字病院 0285-82-2195

真岡市 台町４１９２ 柴小児科　　　　　　 0285-82-2764

真岡市 西郷１１９－１ 医療法人　高橋内科クリニック 0285-84-7580

真岡市 田町１３５３－２ 杉山内科医院　 0285-83-8395

真岡市 大谷本町３－２０ 医療法人　真岡脳神経クリニック 0285-81-0070

真岡市 大谷本町７－１７ 医療法人　恵和会　岡田・小松崎クリニック 0285-84-1941

真岡市 下高間木１－１－１ 医療法人社団ＡＡ　小菅クリニック 0285-84-3511

真岡市 下高間木１－１３－６ 医療法人　川上内科クリニック 0285-80-2022

真岡市 高勢町１－２０５ 医療法人　櫻美会　桜井内科医院 0285-83-1733

真岡市 高勢町３－２０３－１ 医療法人　大香会　西真岡アクセプト・インターナショナルクリニック 0285-80-1000

真岡市 高勢町３－２０５－１ 医療法人　大香会　西真岡こどもクリニック 0285-81-7900

真岡市 寺内１３８６－１ 医療法人　池崎会　くしま内科医院 0285-83-7011

真岡市 上大沼１２７－１ 医療法人　社団　福田会　鬼怒ヶ丘クリニック 0285-84-1124

真岡市 並木町３－１０－６ 特定医療法人　福田会　福田記念病院 0285-84-1171

真岡市 並木町４－５－３ 柳田産婦人科小児科医院 0285-84-1833

真岡市 熊倉町３２５２－１ 医療法人　みと内科クリニック 0285-85-3101

真岡市 長田６０２－２ 医療法人  創生会　真岡西部クリニック 0285-82-2222

真岡市 寺久保１－３－２ ふらてクリニック　 0285-81-5513

真岡市 熊倉１－２５－７ 医療法人  なかむらこどもクリニック 0285-83-7775

真岡市 熊倉２－２１－１ 医療法人　環の会　真岡くまくら診療所 0285-80-7888

真岡市 熊倉２－２２－６ 医療法人社団　佑潤会　金子医院 0285-83-2818

真岡市 熊倉３－１０－７ 医療法人　寿泉会　小林診療所 0285-82-3873

真岡市 熊倉３－３４－１４ 医療法人　弘心会　さとう循環器科内科クリニック 0285-84-7757

真岡市 高田１５７７－４ いとう医院　 0285-75-0100

真岡市 久下田９４１－１ ひがのクリニック　 0285-74-0051

芳賀郡 益子町塙３１６ 医療法人　桂慈会　菊池病院 0285-72-3235

芳賀郡 益子町益子１７４７－２ 医療法人　実生会　鈴木医院 0285-72-2032

芳賀郡 益子町益子４４６９ 医療法人　普門院診療所 0285-72-7122

芳賀郡 益子町大字長堤５７４－１ どこでもクリニック益子　 0285-81-5137

芳賀郡 茂木町茂木２１０１ 社団医療法人  弘全会　茂木中央病院 0285-63-1151

芳賀郡 茂木町烏生田３３０ 医療法人社団　松徳会　もてぎの森メディカル・プラザ 0285-64-1122
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芳賀郡 茂木町増井１９０－１ 吉永医院　 0285-63-2303

芳賀郡 市貝町続谷７３１ 医療法人　玄心会　倉持医院　　　　　　　　 0285-68-0241

芳賀郡 市貝町赤羽２６５８－１１ 医療法人　光真会　岡田内科クリニック 0285-68-3332

下野市 薬師寺３３１１－１ 自治医科大学附属病院　（生殖医学センター） 0285-44-2111
生殖医学センター受
診中の方及びその配
偶者のみ

下都賀郡 壬生町北小林８８０ 獨協医科大学病院 0282-86-1111


