
栃木県内（宇都宮市を除く）の成人へのMRまたは風しん予防接種を実施している医療機関（栃木県医師会調べ）

医療機関名 所在地 休診日 電話番号
事前
予約

備考

医療法人　美光会　吉原医院　　　　　　　　　　　 日光市　今市　８２６－４ 日曜、土曜午後、祝日 0288‐21‐0161 要

塩野室診療所 日光市　小林　２８２４－１ 日曜、水曜、祝日 0288‐26‐8870 要

亀森レディースクリニック 日光市　木和田島　３０４６－３ 日曜、水曜、土曜午後、祝日 0288‐32‐2203 要

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

医療法人　矢尾板記念会　見龍堂メディケア木和田島 日光市　木和田島　３００８－８ 0288‐32‐2021 要
予防接種可能な曜日が決まっている
ため、必ず事前に予約が必要

医療法人　社団  双愛会　足尾双愛病院 日光市　足尾町　砂畑　４１４７－２ 日曜、祝日、12/30～1/3 0288‐93‐2011 要

医療法人　松青会　細川内科・外科・眼科 鹿沼市　茂呂　２２６６－３ 日曜、水曜午後、土曜午後、祝日 0289‐60‐1600 要

医療法人　栄仁会　川上病院 日光市　並木町　２－５ 日曜、土曜午後、祝日 0288‐22‐2311 要

医療法人　小池医院 鹿沼市　千渡　２３４８－８ 日曜、祝日 0289-60-1300 要

医療法人　矢尾板記念会　見龍堂クリニックかわせみ 日光市　平ケ崎　６０９－１ 日曜、土曜午後、祝日 0288‐22‐1221 要

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

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

日光市立湯西川診療所 日光市　湯西川　１１６８－１ 第１・３日曜午後、日曜（第１・３以外）、月曜、水曜 0288‐98‐0305 要

いけもりクリニック　　　　　　　　　　　　　　　 鹿沼市　下田町　１－８７１－１　　　 日曜、木曜午後、土曜午後、祝日 0289‐64‐3456 要

特定医療法人　厚生会　西方病院 栃木市　西方町　金崎　２７３－３ 日曜、木曜午後、土曜午後、祝日 0282‐92‐2323 要

高橋医院　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 栃木市　西方町　真名子　１０６３ 日曜、木曜午後、土曜午後、祝日 0282‐92‐7031 要

医療法人　英静会　森病院 日光市　今市　６７４ 日曜、木曜午後、土曜午後、祝日 0288‐22‐1024 要

にがみどう内科クリニック 鹿沼市　仁神堂町　３５１－２６ 日曜、木曜、祝日 0289‐65‐2881 要

上都賀厚生農業協同組合連合会　上都賀総合病院鹿沼市　下田町　１－１０３３ 日曜、第２・４土曜、祝日、8/15、12/30～1/3 0289-64-2161 要

医療法人　天貴会　大野医院 鹿沼市　上田町　１９１５－４ 日曜、土曜午後、祝日 0289‐65‐3661 要

小林産婦人科医院 鹿沼市　上殿町  ８１７－５ 日曜、祝日 0289‐65‐7788 不要

医療法人社団　北川医院 鹿沼市　西沢町　４７２－１ 日曜、土曜午後、祝日 0289‐77‐2012 要

医療法人　良仁会　石川医院 鹿沼市　上石川　１３１９　　　　　　　 日曜、水曜午後、土曜午後、祝日 0289‐76‐3145 要

医療法人　洋心会　伊藤内科 鹿沼市　貝島町　４６３－２　　　　　　 日曜、土曜午後、祝日 0289‐64‐7241 要

医療法人かのと会　宇賀神内科外科 鹿沼市　久保町　１６１８－５ 日曜、木曜午後、土曜午後、祝日 0289‐60‐6300 要

藤原医院    　　　　　　　　　　　　　 日光市　石屋町　５－７ 日曜、木曜午後、土曜午後、祝日 0288‐54‐1035 要

医療法人　豊英会　川村医院 日光市　鬼怒川温泉大原　１３９６－２０ 日曜、木曜午後、土曜午後、祝日 0288‐77‐0085 要

医療法人　甲心会　小野内科循環器科医院 鹿沼市　万町　９３９－６ 日曜、木曜、祝日 0289‐64‐3385 要

社団医療法人　明倫会　今市病院 日光市　今市　３８１ 日曜、土曜午後、祝日 0288‐22‐2200 要

医療法人　松青会　細川耳鼻咽喉科・内科　　　 鹿沼市　仲町　１７０３－３ 日曜、水曜午後、土曜午後、祝日 0289‐64‐3387 要
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医療機関名 所在地 休診日 電話番号
事前
予約

備考

小西医院　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 日光市　安川町  ８－２５ 日曜、土曜午後、祝日 0288‐54‐0924 要

本町内科クリニック 日光市　吉沢　２３９－９ 日曜、水曜午後、祝日 0288‐25‐3120 要

いちいクリニック内科・皮膚科 日光市　七里　７１３－５ 日曜、土曜午後、祝日 0288-50-1192 不要

多島医院　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 日光市　足尾町赤沢　２１－２８　　　　 日曜、月の最終木曜、祝日 0288‐93‐2033 要

医療法人　源清会　大井田医院 鹿沼市　今宮町　１６２３　　　　　　　 日曜、祝日 0289‐64‐2077 要

医療法人社団　実心会　いとうこどもクリニック 鹿沼市　緑町　２－２－２９ 日曜、第２・４土曜、祝日 0289‐63‐5566 不要

さつきクリニック　　　 鹿沼市　白桑田　２５４－１１ 日曜、木曜、祝日 0289‐76‐3313 要

小松医院 鹿沼市　文化橋町　２３００－１ 日曜、木曜午後、祝日 0289‐60‐5515 要

いとうクリニック 日光市　木和田島　３０４３ 日曜、木曜午後、祝日 0288‐32‐2030 要

医療法人　修和会　石塚クリニック 日光市　荊沢　６００－３２ 日曜、木曜、祝日 0288‐30‐3277 要

沼尾医院　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 日光市　大桑町　１５５－１ 日曜、土曜午後、祝日 0288-21-8233 要

学校法人　獨協学園　獨協医科大学日光医療センター 日光市　高徳　６３２番地 日曜、第３土曜、祝日、4/23、12/29～1/3 0288‐76‐1515 要

大谷クリニック　　　　　　　　　　　　　　　 鹿沼市　久保町　１６１８ 日曜、土曜午後、祝日 0289‐62‐2549 要

医療法人　飯岡小児科 鹿沼市　日吉町  ５６９－２ 日曜、水曜午後、祝日 0289‐65‐3257 要

布川小児科　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鹿沼市　下田町  ２－１０９９ 日曜、土曜午後、祝日 0289‐64‐2472 要

医療法人社団　志幸会　木村内科医院 日光市　瀬尾　４９７－１ 日曜、土曜午後、祝日 0288‐22‐7880 要

医療法人  杏和会　宮司外科胃腸科 鹿沼市　府所町　１１９－１ 日曜、木曜午後、祝日 0289‐62‐6222 要

医療法人社団　金子医院 鹿沼市　口粟野　１６５４　　 日曜、土曜午後、祝日 0289‐85‐3220 要

熊谷医院 日光市　板橋　１７８－２３８ 日曜、木曜午後、土曜午後、祝日 0288‐26‐5800 要

星野レディスクリニック　　　　　　　　　　　　　　　 日光市　今市　４８９ 日曜、水曜、祝日、8/13～8/16、12/29～1/3 0288‐22‐0850 要

医療法人　紀広会　小沢医院　　　　 日光市　今市　１４０９ 日曜、水曜午後、第１・２・３・５土曜、祝日 0288-21-1934 要

新沢外科　　　　　　　　　　　　　　　 日光市　今市　８１４－１ 日曜、土曜午後、祝日 0288-21-1787 要

天海内科　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 栃木市　片柳町　１－６－４０　　　　　 日曜、水曜、祝日 0282‐23‐8333 不要

ちづかクリニック 栃木市　大森町　４４５－４ 日曜、祝日 0282‐31‐3750 要

土谷医院　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 栃木市　旭町　２２－１０ 日曜、木曜午後、土曜午後、祝日 0282‐24‐2393 要

あおき耳鼻咽喉科医院 栃木市　大平町　新　１４７４－１ 日曜、水曜、祝日 0282‐43‐3387 要

医療法人　双樹会　サンレディースクリニック 栃木市　樋ノ口町　５０４－１ 日曜、木曜午後、土曜午後、祝日 0282‐24‐3541 要

箕輪内科 栃木市　嘉右衛門町　１０－６ 月曜、祝日 0282‐23‐5588 要

海老沼医院　　　　　　　　　　　　　　　 栃木市　藤岡町　大前  ３２ 日曜、木曜、土曜午後、祝日 0282‐62‐2521 要

合戦場クリニック 栃木市　都賀町　合戦場　２１２－５ 日曜、火曜、祝日 0282‐29‐1291 要

高橋とおるクリニック 下都賀郡　壬生町　寿町　５－３ 第１・３・５日曜、水曜、祝日 0282‐25‐5881 要



栃木県内（宇都宮市を除く）の成人へのMRまたは風しん予防接種を実施している医療機関（栃木県医師会調べ）

医療機関名 所在地 休診日 電話番号
事前
予約

備考

整形外科　メディカルパパス 栃木市　大平町　西水代　１９４３－１ 日曜、水曜午後、土曜午後、祝日 0282‐45‐1366 要

持田医院　　　　　　　　　　　　　　　 栃木市　藤岡町　中根　１１５－５ 日曜、木曜、土曜午後、祝日 0282‐67‐3661 要

森川内科・外科クリニック 栃木市　大平町　新　１０６８ 日曜、水曜午後、祝日 0282‐45‐2225 要

医療法人　弘友会　関口医院 栃木市　泉町　２１－３ 日曜、水曜午後、土曜午後、祝日 0282‐25‐2223 要

医療法人社団　おおやクリニック 栃木市　片柳町　２－１－５０ 日曜、木曜午後 0282‐24‐8822 要

島田医院　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 下都賀郡　壬生町　安塚  ２００８－１ 日曜、木曜午後、土曜午後、祝日 0282-86-0011 要

佐藤医院　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 下都賀郡　壬生町　安塚　１９４４－１ 水曜 0282-86-0123 要

石田消化器科・内科クリニック 下都賀郡　壬生町　壬生丁字六美　２５９－７ 日曜、木曜、祝日 0282‐82‐7877 要

医療法人　新風会　大平東診療所 栃木市　大平町　横堀字前林　８０８－３ 日曜、金曜、土曜午後、祝日 0282‐22‐0173 要

医療法人サンライズクリニック 栃木市　日ノ出町　６－６ 日曜、木曜、祝日 0282‐24‐4702 要 電話にてお問い合わせ下さい

医療法人社団　徳仁会　中野病院 栃木市　祝町　８－１　　　　　　　　　 日曜、祝日 0282‐22‐0031 不要

とちぎ診療所 栃木市　片柳町　５－１１－９ 日曜、木曜午後、土曜午後、祝日 0282‐25‐3225 要

クララクリニック 下都賀郡　壬生町　壬生甲　字　車塚　３３１２－１ 日曜、木曜午後、土曜午後、祝日 0282‐83‐1311 要

医療法人　明誠会　秋元クリニック 栃木市　平柳町　２－２７－１３ 第２～５日曜、木曜 0282‐29‐1131 要

好生医院　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 栃木市　倭町　２－２５ 日曜午後、火曜、金曜、祝日 0282‐22‐0317 要

たまのクリニック 栃木市 片柳町　１－６－３ 日曜、水曜、祝日 0282‐22‐3777 要

医療法人　高田産婦人科医院 栃木市　片柳町　１－１７－３ 日曜、木曜午後、祝日 0282‐24‐3211 要

にしやま内科クリニック 下都賀郡　壬生町 安塚　７６５－１５　 日曜、水曜午後、土曜午後、祝日 0282‐86‐6000 要

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

医療法人社団　オー・ド・ヴィー　こひらメディカルクリニック 栃木市　小平町　１２－１７ 火曜（不定期）、木曜、土曜午後 0282‐20‐1530 要

医療法人　松本内科医院 下都賀郡　壬生町　中央町　６－３７ 日曜、木曜、祝日 0282‐82‐2002 要

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　とちの木病院 栃木市　大町  ３９－５　　　　　　　　 日曜、木曜午後、土曜午後、祝日 0282‐22‐7722 要

医療法人　あまがい内科医院 栃木市　岩舟町　下津原　１８９－２ 日曜、木曜、祝日 0282‐55‐7811 要

医療法人社団　広揚会　腰塚医院 栃木市　藤岡町　藤岡  １８４５－１０ 日曜、第３木曜、木曜午後（第３以外）、祝日 0282‐62‐2072 要

医療法人　星霜会　熊倉医院 栃木市　岩舟町　新里　１８０－１ 日曜、木曜午後、土曜午後、祝日 0282‐55‐8425 要

医療法人社団　信証会　江田クリニック 栃木市　岩舟町　小野寺　２５７５－７ 日曜、木曜午後、土曜午後、祝日 0282‐57‐1234 要

医療法人  木水会　小松原医院 栃木市　岩舟町　静  ５５０－２ 日曜、木曜午後、土曜午後、祝日 0282‐55‐2026 要

耳鼻咽喉科皮膚科しまだクリニック 栃木市　岩舟町　畳岡　５３４－１ 日曜、水曜、祝日 0282‐55‐1500 要

医療法人　慈誠会　橋本腎内科クリニック 栃木市　岩舟町　和泉　１４５７－１ 日曜、祝日、年末年始 0282‐54‐3377 要

医療法人　聖生会　松永医院 栃木市　岩舟町　古江　９８ 日曜、水曜午後、土曜午後、祝日 0282-55-8869 要

医療法人　友仁会　臼井医院 栃木市　大平町　下皆川　７５３ 日曜、火曜午後、金曜午後、祝日 0282‐43‐8211 要



栃木県内（宇都宮市を除く）の成人へのMRまたは風しん予防接種を実施している医療機関（栃木県医師会調べ）

医療機関名 所在地 休診日 電話番号
事前
予約

備考

医療法人　建幸会　小倉医院 下都賀郡　壬生町　通町　１０－５ 日曜、祝日 0282‐82‐0057 要

医療法人社団　大門内科医院 栃木市　大町  ２７－２４ 日曜、水曜、土曜午後、祝日 0282‐24‐8131 要

医療法人　陣内医院 下都賀郡　壬生町　本丸　１－７－１０ 日曜、水曜午後、祝日 0282‐82‐0242 要

医療法人　さいとう小児科 栃木市　万町  ３０－１６ 日曜、水曜午後、土曜午後、祝日 0282‐22‐0757 要

医療法人社団　島田会　うづまクリニック 栃木市　川原田町　１６０８－１ 日曜、木曜、祝日 0282‐24‐4821 要

こばやしクリニック 栃木市　箱森町　５１－４０ 日曜、木曜午後、土曜午後、祝日 0282‐25‐8300 要

医療法人　野﨑医院 栃木市　入舟町　１４－３　　　　　　　 日曜、水曜、祝日 0282‐24‐4809 要

島野小児科医院 栃木市　片柳町　１－２７－１５ 日曜、水曜午後、土曜午後、祝日 0282‐22‐8711 要

医療法人　八喜会　木村産婦人科医院 下都賀郡　壬生町　壬生甲　２３４９ 日曜、水曜、土曜、祝日 0282‐82‐6136 要

桜井こどもクリニック 栃木市　本町　１６－９ 第２・４・５日曜、木曜 0282‐24‐5987 要

医療法人　寿朋会　高田クリニック 栃木市　万町　１６－２３ 日曜、水曜午後、土曜午後、祝日 0282‐23‐9133 要

医療法人社団　なかつぼクリニック 栃木市　箱森町　３４－１７ 第１・３・５日曜、祝日 0282‐20‐5252 要

医療法人　愛泉会　かわしまクリニック　 栃木市　城内町　２－３４－２０ 日曜、水曜午後、祝日 0282‐24‐8239 要

医療法人　大島医院 栃木市　片柳町　１－１７－１９　　　　 日曜、第２・３・４木曜、祝日 0282‐23‐2116 要

おもちゃのまち内科クリニック　　　　　　　　　　　　　　　　 下都賀郡　壬生町　幸町  ２－１１－２　　 日曜、木曜、祝日 0282‐86‐1517 要

医療法人　裕智会　大橋内科クリニック 下都賀郡　壬生町　福和田　１００３－１ 日曜、第１・３・５水曜午後、第２・４水曜、祝日 0282-82-8522 要

医療法人　中元内科医院 栃木市　今泉町　２－１０－１８ 日曜、木曜午後、土曜午後、祝日 0282‐27‐2325 要

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

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

池森クリニック 栃木市　河合町　２－３　エクセルパルビル 日曜、木曜、祝日、年末年始 0282‐25‐2577 要

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

医療法人　渓風会　かとう小児科 下都賀郡　壬生町　落合　３－７－３０ 日曜、木曜、祝日 0282‐82‐7576 要

わたなべ内科循環器科クリニック 栃木市　野中町　６２５－１ 日曜、水曜、祝日　※祝日のある水曜は診療を行っている 0282‐21‐7528 要

医療法人社団　金田医院 栃木市　日ノ出町　１－６　　　　　　　 日曜、木曜午後、祝日 0282‐22‐0415 要

医療法人　藤沼医院 栃木市　大平町　富田　５９２－１　　 なし 0282‐43‐2233 要

医療法人　河口医院 栃木市　錦町　６－１２ 日曜、火曜、祝日 0282‐22‐5752 要

医療法人社団　翠会　田村医院 栃木市　大平町　西水代  １８３５－１ 日曜、水曜午後、祝日 0282‐43‐3368 要

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下都賀総合病院 栃木市　富士見町　５－３２ 日曜、土曜、祝日、8/15、12/30～1/3 0282‐22‐2551 要

医療法人　仁佑会　山門クリニック 栃木市　日ノ出町  ６－３５ 日曜、水曜午後、土曜午後、祝日 0282‐22‐0765 要

医療法人　関湊記念会　グリーンクリニック 下都賀郡　壬生町　緑町　３－９－１５ 日曜、木曜午後、土曜午後、祝日 0282‐86‐3966 要

荒川内科クリニック 下都賀郡　壬生町　安塚　１１８４－１０ 日曜、木曜午後、祝日 0282‐86‐0501 要



栃木県内（宇都宮市を除く）の成人へのMRまたは風しん予防接種を実施している医療機関（栃木県医師会調べ）

医療機関名 所在地 休診日 電話番号
事前
予約

備考

医療法人　研心会　竹田内科小児科クリニック 栃木市　大宮町　５２ 日曜午後、水曜、祝日 0282‐29‐1233 要

なんばクリニック 栃木市　平井町　２１９－５ 日曜、月曜、火曜午前、水曜、金曜、第１・３・５土曜午前、第２・４土曜午後 0282‐24‐7787 要

医療法人　恵仁会　青木医院 栃木市　嘉右衛門町　６－１０ 日曜、水曜、祝日 0282‐20‐6022 不要

犬塚クリニック 小山市　犬塚　５－１４－１０ 日曜、水曜午後、土曜午後、祝日 0285‐30‐5066 要

医療法人　富樹会　三田整形外科 小山市　間々田　１８－１ 日曜、木曜、祝日 0285‐45‐8800 要

医療法人　顕仁会　福田医院 小山市　宮本町　２－４－６　　　　　　 日曜、火曜午後、祝日 0285‐25‐5511 要

寺内整形外科 下都賀郡　野木町　友沼　６５０７－１ 日曜、木曜、祝日、8/13～8/16、12/30～1/3 0280‐57‐9811 要

医療法人  仙寿会　山本整形外科医院 下野市　駅東　６－１－２２ 日曜、木曜午後、土曜午後、祝日 0285‐44‐6820 要

医療法人　康仁会　いなば内科クリニック 下都賀郡　野木町　丸林　５８３－３ 日曜、水曜午後、土曜午後、祝日 0280‐57‐0770 要

医療法人　渓仁会　城南クリニック 小山市　西城南　２－１８－７　 日曜、土曜午後、祝日 0285-28-7780 要

医療法人　宮澤クリニック 下野市　柴　２９１－２ 日曜、木曜午後、祝日 0285‐44‐3309 要

医療法人　大和会　国分寺さくらクリニック 下野市　小金井　７７７－１ 日曜、木曜午後、土曜午後、祝日 0285‐40‐0203 要

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

医療法人社団  純真会　所内科胃腸科クリニック 小山市　間々田  １７２２－２ 日曜、水曜、祝日 0285‐45‐9393 要

医療法人社団　星野会　暁クリニック 小山市　犬塚  ６２ 日曜午後、木曜、祝日 0285‐24‐6868 要

医療法人　みやび　樹レディスクリニック 小山市　神鳥谷　５－１８－１５ 日曜、水曜午後、土曜午後 0285‐20‐5505 不要

岡整形外科 小山市　駅東通り　１－４７－１８ 日曜、水曜、祝日 0285‐23‐5503 不要

永山医院　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小山市　天神町  ２－１２－２２　　　 日曜、水曜午後、土曜午後、祝日 0285‐22‐0219 要

医療法人　青翠会　若草クリニック 下野市　緑　２－３２９１－１ 日曜午後、水曜、木曜午後、祝日 0285‐40‐0123 要

医療法人　近藤クリニック 小山市　天神町　１－９－２２ 日曜、土曜午後、祝日 0285‐23‐2825 要

医療法人　遼朋会　せんば医院 河内郡　上三川町　しらさぎ　１－１９－８ 日曜、水曜、祝日 0285‐55‐1500 不要

岡田医院　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 下野市　小金井　２９７６ 日曜、土曜午後、祝日 0285‐44‐0021 要

医療法人　さくら会さくらのクリニック 小山市　卒島　２４４－１ 日曜、祝日、12/31～1/3 0285‐37‐1221 要

浅井こどもクリニック 小山市　西城南　４－４－４ 日曜、木曜、祝日 0285‐28‐3002 要

医療法人　共愛会　小山中央医院 小山市　中央町　２－１－１９ 日曜、木曜、祝日 0285‐22‐0745 要

関医院　　　　　　　　　　　　　　　　 小山市　中久喜　５－２－１ 日曜、水曜、祝日 0285‐22‐0285 要

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

医療法人  杏仁会　海老原医院 下野市　小金井　５－２６－１０ 月曜午後、金曜、祝日 0285‐44‐0163 要
事前に予約いただき、接種時は他の
患者様同様受け付け順となります

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

医療法人　まこと　やまなかレディースクリニック 小山市　若木町　２－１１－２０ 日曜、水曜午後、祝日 0285‐37‐8020 不要

医療法人　順定会　やの小児科医院 河内郡　上三川町　上三川　３４４６－３ 日曜、木曜午後、土曜午後、祝日 0285‐56‐0280 不要



栃木県内（宇都宮市を除く）の成人へのMRまたは風しん予防接種を実施している医療機関（栃木県医師会調べ）

医療機関名 所在地 休診日 電話番号
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すずき内科･循環器科 下野市　薬師寺　２４８９－１０ 日曜、祝日 0285-40-1260 不要

山本皮フ科 下野市　駅東　６－１－２２ 日曜、火曜、金曜、祝日 0285‐44‐1419 要

篠原クリニック　　　　　　　　　　　　　　　 小山市　花垣町　１－２－１９　　　　　 日曜、木曜午後、土曜午後、祝日 0285‐22‐0764 不要

藤沼医院 河内郡　上三川町　梁　３４７ 日曜、火曜、祝日 0285‐53‐7105 要

医療法人　小山皮膚科 小山市　城東  １－２－２６ 日曜、木曜、祝日 0285‐23‐7124 要

苅部小山南クリニック 小山市　塚崎　１５０３ 日曜、木曜、祝日 0285‐31‐1188 要

医療法人　川村内科医院 小山市　駅南町　５－１６－８ 日曜、火曜午後、水曜、土曜午後、祝日 0285‐28‐1332 要

島田クリニック 下野市　石橋　２３８－１ 日曜、木曜午後、祝日 0285‐53‐8000 要

医療法人　坦行会　角田内科医院 下野市　石橋　５４９ 日曜、水曜午後、祝日 0285‐53‐5665 要

神野医院　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小山市　下河原田  ６９４　　　　　　 日曜、金曜、祝日 0285‐38‐0007 要

医療法人　光風会　光南病院 小山市　乙女　７９５ 日曜、祝日 0285‐45‐7711 要

医療法人社団　星野会　星野胃腸科外科医院 小山市　粟宮　７４５－１　　 日曜午後、木曜、祝日 0285‐25‐3533 要

沼部医院　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小山市　城東　６－１４－９　　　　　　 日曜、祝日 0285‐22‐2903 要

医療法人　おかべこどもクリニック 下野市　緑　５－１７－１２ 日曜、火曜午後、木曜午後、土曜午後、祝日 0285‐40‐7300 要

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

いしい整形外科 小山市　犬塚　１－２１－８ 日曜、水曜、祝日 0285‐20‐3588 要

とみやまクリニック 小山市　城北　６－２６－５ 日曜、土曜午後、祝日 0285‐38‐8688 要

医療法人　大樹会　サンフラワークリニック 小山市　出井　１９３５ 日曜、祝日 0285‐22‐1920 要

せき内科胃腸科クリニック 小山市　喜沢　６６７－１５３ 日曜、木曜午後、祝日 0285‐30‐5400 要

ローズ整形外科 小山市　南半田　字　東原　２０４８－２ 日曜、土曜午後、祝日 0285‐25‐7778 要

野村消化器内科クリニック 小山市　乙女　２－３－１５ 日曜、水曜、祝日 0285‐41‐0330 要

医療法人　北村クリニック 小山市　城東  ５－１－１７　　　 日曜、祝日 0285‐22‐2888 要

医療法人社団　章仁会　船田内科外科医院　　　　　　　 小山市　松沼  ５７８ 日曜、木曜、祝日 0285‐37‐0010 要

医療法人社団　神鳥谷クリニック 小山市　神鳥谷  １－１９－１ 日曜、水曜 0285‐22‐7700 要

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

和田マタニティクリニック 下野市　小金井　１－３０－６ 日曜、木曜午後、土曜午後、祝日 0285‐40‐5503 要

医療法人　志楽会　星内科医院 小山市　喜沢　３９９－４ 日曜、水曜午後、祝日 0285‐22‐3283 要

医療法人　小金井中央病院 下野市　小金井　２－４－３ 日曜、祝日、1/2～1/3、8/14～8/16、12/31 0285‐44‐7000 要

医療法人　信弘会　本郷台医院 河内郡　上三川町　西汗　字中赤堀　１７０６－１ 日曜、木曜午後、祝日 0285‐57‐1623 要

医療法人　岩﨑医院 下都賀郡　野木町　佐川野　１８０６－１　 日曜、水曜午後、土曜午後、祝日 0280‐56‐0280 要

医療法人　博愛会　杉村病院 小山市　城山町　２－７－１８ 日曜、祝日 0285‐25‐5533 要
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青い鳥こどもクリニック 小山市　城東　２－１９－２ 日曜、水曜午後、土曜午後、祝日 0285‐37‐7111 要

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

医療法人　大柳会　大柳内科・眼科 下野市　文教　２－７－１４ 日曜、水曜、祝日 0285‐51‐2400 要

医療法人  平静会　竹澤内科医院 河内郡　上三川町　しらさぎ　１－４１－１７ 日曜、水曜午後、祝日 0285‐56‐7007 要

医療法人　しもつけクリニック 下野市　薬師寺　３１７１－４ 日曜、木曜、祝日 0285‐32‐6331 要

すずき整形外科 小山市　喜沢 陸羽道東　４３８－１ 日曜、木曜、祝日、年末年始 0285‐23‐2010 要

医療法人  安慈会　みなみ整形外科 小山市　西城南　３－１６－７ 日曜、火曜午後、金曜午後 0285‐28‐9222 要

医療法人　龍生会　山崎医院 河内郡　上三川町　上蒲生　２３５３－３ 日曜午後、木曜、土曜１７時まで、祝日 0285‐56‐0211 不要

医療法人　敬愛会　南栃木病院 小山市　北飯田　７４－２ 日曜、土曜午後、祝日 0285-39-1150 要

医療法人社団　大栗内科 下野市　石橋　８１１－１ 日曜、水曜午後、祝日 0285‐53‐5850 要

医療法人　千優会　ちばクリニック 小山市　東城南　５－６－１０ 日曜、水曜午後、土曜午後、祝日 0285‐43‐6801 要

ふじたクリニック 下野市　大光寺　１－１１－１０ 日曜、水曜、祝日 0285‐51‐2727 要

医療法人　いいの医院 小山市　羽川　５２４－４ 日曜、水曜午後、土曜午後、祝日 0285‐24‐5588 要

医療法人　小山イーストクリニック 小山市　駅東通り　１－３２－１ 第１・２・４・５日曜、第３日曜午後、木曜、土曜、祝日 0285‐24‐2200 要

土谷医院　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小山市　城山町　２－４－２６　　　　　 日曜、木曜午後、祝日 0285‐22‐0317 要

医療法人　佐藤内科 下野市　石橋　８３９－１４ 日曜、木曜午後、土曜１６時まで、祝日 0285‐53‐1305 要

医療法人　南河内診療所 下野市　薬師寺　２４７２－１５ 日曜、水曜、祝日 0285‐47‐1070 要

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

青木医院　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小山市　網戸  １８５０　　　　　　　 日曜、木曜、土曜午後、祝日 0285‐45‐5545 要

医療法人　新島内科クリニック 下野市　文教　３－１０－４ 日曜、水曜午後、祝日 0285‐53‐8820 要

川嶌内科小児科クリニック 河内郡　上三川町　上三川　２８６３－１ 日曜、木曜、土曜午後（１３時まで診療）、祝日 0285‐37‐7800 要

医療法人　清心会　あかざわクリニック 小山市　土塔　２３４－４７ 日曜、水曜、祝日 0285‐28‐5186 要

医療法人まゆき会　菊池クリニック 下都賀郡　野木町　野渡　２４５－２ 日曜、水曜午後、祝日 0280‐57‐2510 要

医療法人社団　友志会　野木病院 下都賀郡　野木町　友沼　５３２０－２ 日曜、土曜午後、祝日、年末年始 0280‐57‐1011 要

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

あんずの森クリニック 下野市　仁良川　１５１８－１ 日曜、金曜、祝日 0285‐32‐6601 要

医療法人社団　望星会　グリーンタウンクリニック 下野市　祇園　２－３－２ 日曜、火曜午後、木曜午後、土曜午後、祝日 0285‐44‐8311 要

医療法人社団　友志会　石橋総合病院 下野市　石橋　６２８ 日曜、土曜、祝日 0285‐53‐1134 要

こばやしファミリークリニック 佐野市　多田町　５６５－１ 第１・３日曜、第２・４日曜午後、水曜、第２・４金曜午後 0283‐85‐9900 要

医療法人社団　穂高会　佐野中央病院 佐野市　北茂呂町  １０－７　　　　　 日曜、水曜午後、土曜午後、祝日、12/29～1/3 0283‐24‐8333 要

医療法人  稲毛クリニック 佐野市　石塚町　８９３－１ 日曜、木曜午後、土曜午後、祝日 0283‐25‐2566 要
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山中クリニック 佐野市　植下町　２４６８ 火曜午後、水曜、第１・３・５木曜 0283‐24‐8060 要

佐野厚生農業協同組合連合会　佐野厚生総合病院佐野市　堀米町　１７２８ 日曜、第２・４土曜、祝日 0283‐22‐5222 不要
※風しんのみ（検査施行後陰性の患
者に限り婦人科外来で行う）

竹石内科クリニック 佐野市　高萩町　１２１６－１ 日曜、木曜午後、土曜午後、祝日 0283‐27‐0788 要

医療法人社団　亀田医院　　　 佐野市　村上町　１１１－１　　　　　　 日曜、土曜午後、祝日 0283‐22‐6045 要

指定管理者医療法人財団　青葉会　佐野市民病院　　　　　　　　 佐野市　田沼町　１８３２番地１ 日曜、土曜、祝日 0283‐62‐5111 要

医療法人　岡田こどもクリニック 佐野市　植上町　１４０８－２ 日曜、木曜、祝日 0283‐20‐5552 要

鈴木医院　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 佐野市　久保町  ２６３ 日曜、木曜午後、土曜午後、祝日 0283‐22‐0195 要

医療法人　いぶき会　小倉医師会通りクリニック 佐野市　植上町　１７５２－２ 日曜、水曜午後、祝日 0283‐27‐2775 要

医療法人社団　あきもと小児科医院 佐野市　富岡町　１５６１－２ 日曜、土曜午後 0283-21-3322 要

医療法人　若林胃腸科医院 佐野市　富岡町  １６５５－１　　　　 日曜午後、火曜、土曜午後、祝日 0283‐24‐5008 不要

綿引クリニック 佐野市　奈良渕町　３２５－１５ 日曜、土曜午後、祝日 0283‐24‐5511 要

医療法人　谷垣内耳鼻咽喉科 佐野市　堀米町　３９３６－６ 日曜、水曜午後、土曜午後、祝日 0283‐20‐2131 要

医療法人　柳川小児科医院 佐野市　赤坂町　１８６　　　　　　　　 日曜、木曜午後、土曜午後、祝日 0283‐22‐0516 要

医療法人　土屋小児科 佐野市　亀井町　２６３９　　　　　　　 日曜、土曜午後、祝日 0283-22-1331 要

医療法人　安部医院 佐野市　伊賀町　４５ 日曜、土曜午後、祝日 0283‐23‐1000 要

医療法人　康仁会　岡医院　岡産科婦人科医院 佐野市　久保町　１１０－１　　　　　　 日曜、木曜午後、祝日 0283‐23‐9118 要

医療法人　生澤会　くまいクリニック 佐野市　田沼町　７３２－２ 日曜、水曜午後、土曜午後、祝日 0283-62-0014 不要

のしろクリニック 佐野市　石塚町　２３９８番地 日曜、水曜午後、土曜午後、祝日 0283‐26‐0071 要

一般社団法人  佐野市医師会附属　佐野医師会病院 佐野市　植上町  １６７７ 日曜、土曜、祝日 0283‐22‐5358 要

平野外科医院　　　　　　　　　　　　　　　 佐野市　赤坂町　６８　　　　　　　　　 日曜、火曜午後、木曜、土曜午後、祝日 0283‐22‐0602 要

医療法人社団　米山内科クリニック 佐野市　犬伏新町　２０６０ 日曜、水曜午後、祝日 0283‐22‐5100 要

医療法人　富田内科クリニック　富田内科クリニック 佐野市　上台町　２０９３－６　　　　　 日曜、木曜午後、祝日 0283‐23‐5675 要

医療法人　神永皮膚科医院 佐野市　亀井町　２６０８－１ 日曜、木曜、祝日 0283-24-1219 要

医療法人　志賀クリニック 佐野市　赤見町  ３１５２ 日曜、水曜午後、土曜午後、祝日 0283-25-3222 要

吉田耳鼻咽喉科クリニック 佐野市　浅沼町　８４８－１ 日曜、木曜午後、土曜午後、祝日 0283‐27‐3387 要

板橋医院 佐野市　犬伏新町　１３０８－２ 日曜、木曜午後、土曜午後、祝日 0283－21－5335 要

齋藤耳鼻咽喉科医院　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 佐野市　相生町　２００－２７ 日曜、木曜午後、土曜午後、祝日 0283‐22‐1035 要

すがやクリニック 佐野市　小中町　１２５５－１ 日曜、水曜、祝日 0283‐２0‐8850 要

医療法人社団　いわかみ　岩上内科医院 佐野市　相生町　１８８　　　　　　　　 日曜、火曜午後、水曜午後、木曜午後、金曜午後、土曜午後、祝日 0283‐23‐1652 要

医療法人　愛仁会　佐野利根川橋クリニック 佐野市　高萩町　１３１５－６ 日曜、祝日、12/30～1/3 0283‐27‐8282 要

医療法人　泉心会　坪水医院　 佐野市　栃本町  ２２４１　　 日曜、木曜午後、土曜午後、祝日 0283‐62‐0265 要
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医療法人　珀樹会　ほりごめクリニック 佐野市　堀米町　３９５２－１ 日曜、火曜午後、土曜午後、祝日 0283‐25‐8006 要

丸山レディースクリニック 佐野市　浅沼町　８０４－３ 日曜、木曜、土曜午後、祝日 0283‐22‐0022 要

医療法人　太陽会　足利第一病院 足利市　大月町  １０３１ 月曜午後、火曜 0284‐44‐1212 要

小平小児科クリニック　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 足利市　助戸　１－７１０　　　　　　　 日曜、木曜午後、祝日 0284‐44‐1411 要

もりぐちクリニック 足利市　福居町　５０６ 日曜、木曜午後、土曜午後、祝日、8/13～8/16、12/29～1/3 0284‐73‐0860 要

医療法人社団　生命の泉　山浦内科医院 足利市　五十部町　１２５６－５　　 日曜、土曜午後、祝日 0284‐21‐6653 不要

医療法人社団　西田医院 足利市　小俣町  １７８９－１ 日曜、土曜午後、祝日、夏季、年末年始 0284‐65‐0088 要

医療法人　千歳会　冨田内科医院 足利市　錦町　４５－１　　　　　　　　 日曜、木曜、土曜午後、祝日 0284‐41‐5405 要

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

医療法人　新山クリニック 足利市　新山町　２２５６－３ 第２土曜、祝日 0284‐43‐2738 要

医療法人社団　邦史会　うるしばら内科クリニック 足利市　借宿町　６１０－７ 日曜、木曜午後、祝日 0284‐70‐7177 要

中谷医院　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 足利市　通　２－２６４６－１ 日曜、祝日 0284‐41‐3591 要

医療法人社団　隆成会　皆川病院 足利市　多田木町　１１６８－１　　　　 日曜、土曜午後、祝日 0284‐91‐2188 要

なかたクリニック 足利市　借宿町　５５８ 日曜、水曜午後、土曜午後、祝日 0284‐73‐6760 要

医療法人　同慈会　伏島医院 足利市　里矢場町　１９８５－２ 日曜、土曜午後、祝日 0284‐71‐3010 要

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 足利市　八幡町　１－７－１ 日曜、水曜、祝日 0284‐70‐0511 要

医療法人　田所医院 足利市　小俣町  ６１７－１ 日曜、土曜午後、祝日 0284‐62‐0562 要

医療法人　宏仁会　本庄記念病院 足利市　堀込町　２８５９ 日曜、木曜、祝日 0284‐73‐1199 要

医療法人社団　浅岡医院 足利市　相生町　３８７　　　　　　　　 日曜、金曜午後、土曜午後、祝日 0284‐41‐8188 要

医療法人  慶正会　くさの小児科 足利市　上渋垂町　３３８－３ 日曜、水曜午後、土曜午後、祝日 0284‐73‐7000 要

医療法人　きねぶちクリニック 足利市　元学町　８３０－３　　　　　　 日曜、木曜、祝日 0284‐42‐8200 要

医療法人　落合医院 足利市　今福町　６６　　　　　　　　　 休日、祝日 0284-21-1328 要

小野内科消化器科医院 足利市　旭町　８５１－４ 日曜、第２土曜、第４土曜午後、祝日 0284‐22‐3730 要

岡田内科　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 足利市　朝倉町　２－１１－１３ 日曜、木曜午後、土曜午後、祝日 0284‐72‐8877 要 電話で予約

医療法人　柊門会　阿部医院本院 足利市　葉鹿町　１－１０－８ 日曜午後、水曜、土曜午後、祝日 0284‐64‐0888 要

医療法人　小松原ペインクリニック 足利市　南大町　４５１－１ 日曜、土曜午後、祝日 0284-70-1374 要

医療法人社団  裕幸会　賀川診療所 足利市　五十部町  １７８５ 日曜、水曜午後、土曜午後、祝日 0284‐21‐3131 要

医療法人　とちの木会　栃木産科婦人科医院 足利市　錦町　１４　　　　　　　　　　 日曜、木曜午後、土曜午後、祝日 0284‐41‐3378 要

医療法人　花水木会　田村レディスクリニック 足利市　江川町  ３－１３－３ 日曜、水曜午後、祝日 0284‐43‐3006 要

日本赤十字社  栃木県支部　足利赤十字病院 足利市　五十部町　２８４－１ 日曜、第２・４土曜、7/1、12/29～1/3 0284‐21‐0121 要

医療法人社団　柳田医院 足利市　福居町　５８９　　　　　　　　 日曜、祝日 0284‐71‐2301 要
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医療法人　仁窓会　福地医院 足利市　西新井町　３１７８ 日曜、水曜午後、土曜午後、祝日 0284‐71‐2161 不要

斎藤医院　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 足利市　島田町　８２２ 日曜、木曜 0284‐72‐1135 要

鹿島こどもクリニック 足利市　鹿島町　５０１－３ 日曜、祝日 0284‐65‐0035 要

医療法人　井戸川クリニック 足利市　福富町　２０９６－１ 日曜、木曜午後、第１・３・５土曜午後、祝日 0284‐73‐3360 要

医療法人　慈風会　関内科医院 足利市　利保町　３－７－１ 日曜、水曜午後、土曜午後、祝日 0284‐44‐0880 要

医療法人　東洞会　筑波医院 足利市　羽刈町　５７　　　　　　　　　 日曜、木曜午後、土曜午後、祝日 0284‐71‐1633 不要

医療法人　春楡会　てらうち内科小児科医院 足利市　葉鹿町　１－３１－２７ 日曜、木曜午後、土曜午後、祝日 0284‐64‐1133 要

深澤医院　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 足利市　借宿町　３１１　　　　　　　　 日曜、祝日 0284‐71‐0376 要

医療法人　なごみ会　村井医院 矢板市　扇町　１－１０－２８　　　　　 日曜、祝日 0287‐43‐0064 要

医療法人社団　寛久会　山田クリニック 矢板市　片岡　２１４６－３ 日曜、水曜、土曜午後 0287‐48‐1212 要

医療法人社団　一石会　佐野医院 さくら市　喜連川　４４１３ 日曜、木曜午前、祝日 028‐686-2002 要

にいたに内科 塩谷郡　高根沢町　宝石台  ３－３－１９ 日曜、木曜午後 028‐675-6515 要

まなか医院　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 塩谷郡　高根沢町　石末　２０９３－１０ 日曜、土曜午後、祝日 028-675-4123 要

高瀬小児科医院　　　　　　　　　　　　　　　 さくら市　氏家　１９１６　 日曜、第１・３・５木曜午後、第２・４木曜、祝日 028‐682-5511 要

医療法人社団　　深澤クリニック 塩谷郡　高根沢町　平田　１９２０－１ 日曜、金曜午後、祝日 028‐676-0671 要

医療法人　仲嶋医院 さくら市　氏家　３２４５－１７ 日曜、祝日、8/13～8/16、12/30～1/3 028‐681-7755 不要

岡医院 さくら市　桜野  ９２８－８ 日曜、水曜午後、土曜午後、祝日 028‐681-1251 要

医療法人社団　上田医院 矢板市　末広町　３２－２ 日曜、第１土曜、土曜午後（第１以外）、祝日 0287‐43‐7766 要

植木医院 塩谷郡　塩谷町　金枝  ９５０ 日曜、土曜午後、祝日 0287‐45‐0558 要

社会医療法人　恵生会　黒須病院 さくら市　氏家　２６５０ 日曜、祝日 028‐682-8811 要

医療法人　誠之会　氏家病院 さくら市　向河原　４０９５ 日曜、祝日 028‐682-2911 要

医療法人社団　阿久津医院 塩谷郡　高根沢町　大谷　１７６－１ 日曜、木曜午後、祝日 028‐675-2511 要 水曜は代診のため不可

風見診療所　　　　　　　　　　　　　　　 塩谷郡　塩谷町　上平　２７－２ 木曜午後、土曜午後、祝日 0287‐46‐0656 要

きぬの里クリニック さくら市　上阿久津　上ノ台　１７４６－２ 日曜、水曜午後、土曜午後、祝日 028‐612-8710 要

医療法人社団　為王会　尾形クリニック 矢板市　末広町　４５－３ 日曜、祝日、8/14・15、12/31～1/3 0287‐43‐2230 要

医療法人社団  恵心会　高根沢中央病院 塩谷郡　高根沢町　光陽台　３－１６－１ 日曜、火曜午後、木曜午後、祝日 028‐675-1133 要

花塚クリニック さくら市　喜連川　８４１－１ 日曜、木曜、祝日 028‐686-7667 要

小林医院　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 さくら市　喜連川　４３４７－２ 日曜、土曜午後、祝日 028‐686-2061 要

医療法人　西川整形外科 矢板市　乙畑　１４５３－３ 日曜、水曜午後、祝日 0287‐48‐2552 要

医療法人社団　賢桃会　谷口産婦人科小児科皮フ科医院　 塩谷郡　高根沢町　宝積寺　１０３８ 水曜午後、土曜午後、祝日 028‐675-0005 不要

橋本医院　　　　　　　　　　　　　　　 矢板市　泉　３７７－５ 日曜、土曜午後、祝日 0287‐43‐0406 要



栃木県内（宇都宮市を除く）の成人へのMRまたは風しん予防接種を実施している医療機関（栃木県医師会調べ）

医療機関名 所在地 休診日 電話番号
事前
予約

備考

医療法人  西内科医院 さくら市　氏家　３３９０－５ 日曜、土曜午後、祝日 028‐682-8920 要

大和田内科 塩谷郡　塩谷町　道下　８０７－１ 日曜、木曜、土曜午後 0287‐45‐2411 要

森島医院　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 さくら市　桜野　１３０８ 日曜、木曜午後、祝日 028‐682-2116 要

医療法人　佐藤クリニック さくら市　卯の里　１－１７－１ 日曜、水曜、祝日 028‐681-7666 要

医療法人　アップル　きうち産婦人科医院 矢板市　富田　５４８－１ 日曜、木曜午後、祝日 0287‐43‐5600 要

医療法人　中津川会　中津川循環器科内科クリニック 塩谷郡　高根沢町　宝積寺　２３８８－５ 日曜、木曜午後、土曜午後、祝日 028‐675-7521 要

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

関根クリニック 塩谷郡　高根沢町　光陽台　５－７－３ 日曜、金曜午後、祝日 028‐612-7015 要

おのこどもクリニック さくら市　狹間田　１９２３－１ 日曜、木曜、祝日 028‐681-1600 不要

根本医院　　　　　　　　　　　　　　　 さくら市　桜野　１２５０ 日曜、水曜、祝日 028‐682-2800 要

かわしま循環器内科 矢板市　富田　３０２ 日曜、水曜午後、土曜午後、祝日 0287‐43‐5470 要

学校法人　国際医療福祉大学　国際医療福祉大学塩谷病院 矢板市　富田　７７ 日曜、祝日、12/31～1/3 0287‐44‐1155 要 問い合わせ必要

医療法人　消化器病研究会　高澤クリニック 那須塩原市　緑　１－８－４７２ 月曜午後、火曜、祝日 0287‐37‐9901 要

医療法人　塩田医院 那須郡　那須町　寺子丙　１－１４ 日曜、土曜午後、祝日 0287‐72‐1860 要

医療法人　髙橋医院 大田原市　滝沢　３５５ 日曜、祝日 0287‐28‐1151 不要

医療法人　佐藤医院 那須塩原市　西栄町　７－１６ 日曜、水曜午後、土曜午後 0287‐36‐0147 要

医療法人社団　博英会　なすのクリニック 那須塩原市　共墾社　８３－２４ 日曜、祝日　※木曜は隔週で休診（内科・整形外科） 0287-60-5211 要

医療法人　渡部医院 那須塩原市　大原間  １４０－１ 火曜午後、水曜、祝日 0287‐65‐3535 要

医療法人　修心会　さいとうクリニック 那須塩原市　西幸町　７－１３ 日曜、水曜午後、土曜午後、祝日 0287‐39‐1805 要

西那須野内科循環器科クリニック　　　　　　　　　　　　　　　 那須塩原市　永田町　７－１３ 0287‐36‐1100 要

小林内科外科医院 大田原市　富士見　１－１６０６－２６５ 日曜、水曜午後、祝日 0287‐23‐8870 要

田﨑医院　　　　　　　　　　　　　　　 那須郡　那須町　寺子丙　１－５６ 日曜、祝日、その他 0287‐72‐0111 要

医療法人　愛生会　藤田産婦人科医院 那須塩原市　宮町　５－１９ 日曜、木曜午後、土曜午後、祝日 0287‐62‐0115 要

日本赤十字社  栃木県支部　那須赤十字病院 大田原市　中田原　１０８１番地４ ※月曜のみ接種可能 0287‐23‐1122 要 健診部にて予約（0287‐23‐9979）

増山医院 大田原市　小滝  １１０７－６ 日曜、木曜 0287‐22‐2336 要

関口外科内科医院　　　　　　　　　　　　　　　 那須塩原市　太夫塚  １－２３２ 日曜、祝日 0287‐36‐1238 要

一般社団法人　栃木県医師会　栃木県医師会塩原温泉病院 那須塩原市　塩原　１３３３ 日曜、土曜、祝日 0287‐32‐4111 要

医療法人　恵徳会　あさかクリニック 大田原市　浅香　３－３７１１－２７ 日曜、水曜午後、第２金曜、祝日 0287‐22‐2601 要

医療法人　石塚産婦人科 那須塩原市　三島　２－１４－９ 日曜、水曜午後、土曜午後、祝日 0287‐36‐6231 要

医療法人社団　仁愛会　滝田メディカルクリニック 那須塩原市　本町  ９－２６ 日曜、木曜午後、土曜４時まで、祝日 0287‐62‐0392 要

長嶋医院 大田原市　下石上　１２４６ 日曜、火曜午後（往診）、木曜、祝日 0287‐29‐0050 要



栃木県内（宇都宮市を除く）の成人へのMRまたは風しん予防接種を実施している医療機関（栃木県医師会調べ）

医療機関名 所在地 休診日 電話番号
事前
予約
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柄沢医院　　　　　　　　　　　　　　　 那須郡　那須町　高久甲  ２３９８－８ 日曜、土曜午後、祝日 0287‐64‐0311 要

医療法人社団　豊心会　藤田医院 大田原市　野崎　２－７－１４ 日曜、土曜午後、祝日 0287‐29‐0010 要

鎌田浅香医院 大田原市　浅香　３－３－９ 日曜、木曜 0287‐22‐2703 要

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 那須塩原市　前弥六　５１－１ 日曜、祝日、年末年始 0287‐67‐1570 要

医療法人　健和会　緑の杜クリニック 那須塩原市　大原間西　１－６－７ 日曜、木曜、土曜午後、祝日 0287‐67‐3339 要

医療法人社団　三森医院 那須塩原市　宮町　１－９ 日曜、水曜午後、祝日 0287‐62‐1095 要

須田医院　　　　　　　　　　　　　　　 那須塩原市　高林　１２０６－８　　　　　　 日曜、木曜、祝日 0287‐68‐0006 要

医療法人　鈴木内科外科クリニック 那須塩原市　上厚崎　３２３－１２ 日曜、水曜、土曜午後、祝日 0287-62-2337 要

もみの木医院 那須郡　那須町　高久丙　一ツ樅道下　１１９５－７０１ 日曜、金曜、土曜午後、祝日 0287‐76‐4333 要

赤羽胃腸科外科肛門科医院　　　　　　　　　　　　　　　 大田原市　城山  ２－５－２９　　　　　 日曜、木曜、祝日 0287‐23‐1131 要

医療法人　木戸内科クリニック 大田原市　美原　２－２８３１－１５３ 日曜、木曜、祝日 0287‐20‐3200 要

医療法人　修英会　中川医院 那須塩原市　黒磯幸町　６－２７　 日曜、第１・３水曜、祝日 0287‐62‐0040 要

みどりクリニック 那須塩原市　一区町　１６０－１ 日曜、木曜午後、祝日 0287‐37‐8231 要

立花医院 那須郡　那須町　寺子乙  ３９６７－１９０ 日曜、水曜、祝日 0287‐72‐0311 要

青柳医院　　　　　　　　　　　　　　　 大田原市　中央　２－１－２　　　　　　　 日曜、木曜午後、祝日 0287‐22‐2122 要

医療法人社団　小沼内科胃腸科クリニック 那須塩原市　西朝日町　６－４２ 日曜、水曜、土曜午後、祝日 0287‐37‐5353 要

医療法人　金澤医院　　　　　　　　　　　 那須塩原市　中央町　１－８ 日曜、木曜午後、祝日 0287‐62‐0029 要

阿部内科　　　　　　　　　　　　　　　 大田原市　佐久山　２０１８　　　　　　　 日曜、木曜、祝日 0287‐28‐0053 要

宗形医院　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 那須塩原市　弥生町　９－１６　　　　　　　 日曜、木曜午後 0287‐62‐1360 要

社会医療法人　博愛会　菅間記念病院 那須塩原市　大黒町　２－５ 日曜、祝日、12/30午後～1/3 0287‐62‐0733 要

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

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

車田医院　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 大田原市　大豆田　４５７－２４ 日曜、金曜午後、祝日 0287‐54‐0062 要

医療法人　磯医院　　　　　　　　　　　　 大田原市　黒羽向町　８ 日曜、第１・３・５水曜午後、第２・４水曜、土曜午後、祝日 0287‐54‐0020 要

米倉クリニック 那須塩原市　本町　２－４ 日曜、祝日 0287‐64‐3335 要

江部医院　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 大田原市　黒羽向町  ６０ 日曜、木曜午後、土曜午後、祝日 0287‐54‐0013 要

増山医院　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 大田原市　佐良土　８６１ 日曜、木曜午後、土曜午後、祝日 0287‐98‐2008 不要

益子クリニック 大田原市　黒羽田町　８２７ 日曜、祝日 0287‐54‐2727 要

医療法人　光愛会　髙橋外科医院 大田原市　住吉町　１－１１－２０ 日曜、土曜午後、祝日 0287‐22‐2624 要

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

医療法人社団　誠和会高野病院 那須郡　那珂川町　馬頭　２０６８ 日曜、祝日、8/13～8/15、12/31～1/3 0287‐92‐2520 要
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医療機関名 所在地 休診日 電話番号
事前
予約
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医療法人社団　開成会白寄医院 那須郡　那珂川町　馬頭　４６４－１ 日曜、祝日 0287‐92‐2710 要

医療法人　洋和会　水沼医院 那須烏山市　金井　１－１４－８ 日曜、水曜、祝日 0287‐84‐0001 要

医療法人　坂本クリニック 那須郡　那珂川町　北向田　１８７ 日曜、土曜午後、祝日 0287‐92‐1166 不要

佐野医院　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 那須烏山市　中央　２－１１－１７ 日曜、水曜、土曜午後、祝日 0287‐84‐1616 要

南那須地区広域行政事務組合立　那須南病院 那須烏山市　中央  ３－２－１３ 日曜、土曜、祝日、12/29～1/3 0287‐84‐3911 要

林田医院　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 那須烏山市　大金　２１２－４ 日曜、水曜午後、土曜午後、祝日 0287‐88‐2056 要

医療法人社団　東寿会　佐藤医院 那須郡　那珂川町　小川　２９６０－１ 日曜、木曜午後、祝日 0287‐96‐2841 要

医療法人　慈仁会　飯塚医院 那須郡那珂川町　馬頭　４８４－３ 日曜、木曜午後、祝日 0287‐92‐2034 要

滝童内医院 那須烏山市　金井  ２－１７－１０ 日曜、祝日 0287‐82‐2175 不要

医療法人　近藤クリニック 那須烏山市　野上　６３７－２ 日曜、木曜、祝日 0287‐83‐2250 要

山野クリニック 那須烏山市　中央　２－４－３ 日曜、水曜、祝日 0287‐84‐3850 要

上野医院 那須郡　那珂川町　小川　７００ 日曜、木曜、祝日 0287‐96‐5151 不要

医療法人　堀の内会　阿久津クリニック 那須烏山市　金井　２－１－６ 日曜、木曜、土曜午後、祝日 0287‐83‐2021 要

那須烏山市  熊田診療所　　　　　　　　　　　　　　　 那須烏山市　熊田  ５５５　 日曜、水曜午後、土曜午後、祝日、年末年始 0287‐88‐2136 要

ひがのクリニック 真岡市　久下田　９４１－１ 日曜、祝日 0285‐74‐0051 要

医療法人　徳真会　真岡病院 真岡市　荒町　３－４５－１６ 日曜、祝日、12/30～1/3 0285‐84‐6311 要

医療法人  なかむらこどもクリニック 真岡市　熊倉　１－２５－７ 日曜、水曜午後、祝日 0285‐83‐7775 要

社団医療法人  弘全会　茂木中央病院 芳賀郡　茂木町　茂木　２１０１ 日曜、祝日 0285‐63‐1151 要

医療法人　吉田整形外科内科 真岡市　久下田　１３０３－１ 日曜、木曜、祝日 0285‐74‐3380 要

医療法人社団　福田会　鬼怒ヶ丘クリニック 真岡市　上大沼　１２７－１　　 日曜、土曜午後、祝日 0285‐84‐1124 要

医療法人社団　福田会　福田記念病院 真岡市　並木町　３－１０－６ 日曜、土曜午後、祝日 0285‐84‐1171 要

医療法人　環の会　真岡くまくら診療所 真岡市　熊倉　２－２１－１ 日曜、火曜午後、木曜午後、土曜午後、祝日 0285‐80‐7888 要

医療法人　環の会　真岡メディカルクリニック 真岡市　荒町　３－４９－６ 日曜、木曜午後、土曜午後、祝日 0285‐81‐6733 要

社団医療法人  弘全会　芳賀中央クリニック 芳賀郡　芳賀町　上延生　５３４－１ 日曜、祝日 028‐677-5581 要

医療法人社団ＡＡ　小菅クリニック 真岡市　下高間木　１－１－１ 日曜、土曜午後、祝日 0285‐84‐3511 要

医療法人　光真会　岡田内科クリニック 芳賀郡　市貝町　赤羽　２６５８－１１ 日曜、月曜午後、木曜午後、祝日 0285‐68‐3332 要

和久医院　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 芳賀郡　芳賀町　西水沼　１１９－１　 日曜、火曜午後、金曜午後、祝日 028‐678-0020 不要

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

医療法人　池崎会　くしま内科医院 真岡市　寺内　１３８６－１ 日曜、第１・３・５木曜午後、第２・４木曜、祝日　※土曜午後の診療時間は２時～５時 0285‐83‐7011 要

吉永医院 芳賀郡　茂木町　増井  １９０－１ 日曜、木曜午後、祝日 0285‐63‐2303 要

医療法人　実生会　鈴木医院　　　　　　　　　　 芳賀郡　益子町　益子　１７４７－２ 日曜、木曜午後、土曜午後、祝日 0285‐72‐2032 要
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医療法人　真岡脳神経クリニック 真岡市　大谷本町　３－２０ 日曜、水曜、祝日 0285‐81‐0070 要

医療法人　川上内科クリニック 真岡市　下高間木　１－１３－６ 日曜、水曜午後、金曜午後、祝日 0285‐80‐2022 要

田井の里クリニック 真岡市　西田井　７４８－２ 日曜、火曜午後、土曜、祝日 0285‐81‐6502 要

医療法人　普門院診療所 芳賀郡　益子町　益子  ４４６９ 火曜、水曜 0285‐72‐7122 要

医療法人　柳真会　柳田外科肛門科医院 真岡市　台町　１５－３ 日曜、木曜午後、祝日 0285‐82‐5525 不要

医療法人  創生会　真岡西部クリニック 真岡市　長田 ６０２－２ 第２・４日曜、水曜午後、祝日 0285‐82‐2222 要

ふらてクリニック 真岡市　寺久保　１－３－２ 日曜、水曜午後、祝日 0285‐81‐5513 要

医療法人　恵和会　岡田・小松崎クリニック 真岡市　大谷本町　７－１７ 日曜、木曜午後、祝日 0285‐84‐1941 不要

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

どこでもクリニック益子 芳賀郡　益子町　大字　長堤　５７４－１ 日曜、火曜、土曜　※木曜は訪問診療のみ 0285‐81‐5137 不要

医療法人社団　佑潤会　金子医院 真岡市　熊倉  ２－２２－６ 日曜午後、水曜、祝日 0285‐83‐2818 要

医療法人　寿泉会　小林診療所 真岡市　熊倉  ３－１０－７ 日曜、木曜、土曜午後、祝日 0285‐82‐3873 要

上河原医院 真岡市　台町　２３９２－１ 日曜、水曜午前、木曜午後、土曜午後、祝日 0285‐83‐7010 要

医療法人　弘心会　さとう循環器科内科クリニック 真岡市　熊倉　３－３４－１４ 日曜、木曜午後、祝日 0285‐84‐7757 要

日本赤十字社  栃木県支部　芳賀赤十字病院 真岡市　台町　２４６１　 日曜、第１・３土曜午後、第２・４・５土曜、祝日、7/1、12/29～1/3 0285‐82‐2195 要

医療法人　高橋内科クリニック 真岡市　西郷  １１９－１ 日曜、木曜、祝日 0285‐84‐7580 要

柴小児科　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 真岡市　台町　４１９２　　　　　　　　 日曜、祝日 0285‐82‐2764 要

医療法人　優花会　渋谷整形外科 真岡市　荒町　１１８０－３　 日曜、木曜、祝日 0285‐83‐7566 要

杉山内科医院 真岡市　田町　１３５３－２ 日曜午後、水曜午後、木曜、祝日 0285‐83‐8395 要

医療法人  創生会　真岡中央クリニック 真岡市　上高間木　２－２４－４ 日曜、土曜午後、祝日、12/29～1/3 0285‐82‐2245 要

柳田産婦人科小児科医院　　　　　　　　　　　　　　　 真岡市　並木町  ４－５－３　　　　　 日曜、木曜、祝日 0285‐84‐1833 不要

医療法人 　飯野医院 真岡市　長沼　７３０－１　 日曜、木曜、祝日 0285‐74‐0290 要

いとう医院 真岡市　高田　１５７７－４ 水曜午後、木曜、祝日 0285‐75‐0100 要

医療法人　隆和会　矢吹医院　　　　　　　　　 芳賀郡　芳賀町　祖母井  ７８９ 日曜、木曜午後、祝日 028‐677-0667 要

医療法人　みと内科クリニック 真岡市　熊倉町　３２５２－１ 日曜、木曜午後、土曜午後、祝日 0285‐85‐3101 要

獨協医科大学病院 下都賀郡　壬生町　北小林　８８０ 日曜、第３土曜、祝日、4/23 0282‐86‐1111 要


