
No. 所属医療機関 氏名 郵便番号 所在地
1 稲野医院 稲野　秀孝 321-0966 宇都宮市今泉4-16-22
2 独立行政法人地域医療機能推進機構　うつのみや病院 木平　百合子 321-0143 宇都宮市南高砂町11-17
3 独立行政法人地域医療機能推進機構　うつのみや病院 草野　英二 321-0143 宇都宮市南高砂町11-17
4 医療法人恒友会　大和田内科・循環器科・胃腸科 河野　真紀子 321-0132 宇都宮市雀の宮4-3-14
5 かんけクリニック 菅家　透 321-0945 宇都宮市宿郷2-8-5
6 木村内科 木村　啓 320-0027 宇都宮市塙田3-3-4
7 医療法人明友会　きむら内科・循環器科クリニック 木村　謙一 321-0147 宇都宮市針ヶ谷町517-7
8 小島原医院 小島原　憲一 329-1104 宇都宮市下岡本町4075
9 医療法人社団しののめ　さいとうクリニック 足立　武則 320-0065 宇都宮市駒生町1359-25
10 医療法人良知会　齋藤内科クリニック 齋藤　達也 321-3223 宇都宮市清原台1-9-17
11 高瀬整形外科 大塚　稔 320-0051 宇都宮市上戸祭町3111-11
12 武田内科クリニック 武田　茂幸 321-0346 宇都宮市下荒針町3396-1
13 医療法人生寿会　てらだファミリークリニック 寺田　寛 321-0132 宇都宮市雀の宮5-5-1
14 宇都宮東部クリニック 鈴木　武志 321-3223 宇都宮市清原台5-14-19
15 永澤医院 永澤　潤哉 320-0071 宇都宮市野沢町233-3
16 医療法人滝の原会　西の宮岩倉循環器内科 岩倉　治男 320-0064 宇都宮市西の宮1-8-1
17 医療法人松檜会　双葉クリニック 恩田　光憲 321-0968 宇都宮市中今泉3-28-1
18 松本医院 松本　国彦 320-0075 宇都宮市宝木本町2058-5
19 沼尾　利郎 329-1193 宇都宮市下岡本町2160

No. 所属医療機関 氏名 郵便番号 所在地
1 荒木医院 荒木　純一 322-0044 鹿沼市鳥居跡町995-1
2 医療法人良仁会　石川医院 石川　仁 322-0015 鹿沼市上石川1319
3 にがみどう内科クリニック 生沼　健司 322-0003 鹿沼市仁神堂町351-26
4 医療法人清和会　鹿沼病院 駒橋　徹 322-0002 鹿沼市千渡1585-2
5 医療法人ヒポクラテス　竹村内科腎クリニック 竹村　克己 322-0029 鹿沼市西茂呂4-46-3
6 医療法人ヒポクラテス　竹村内科腎クリニック 根本　修 322-0029 鹿沼市西茂呂4-46-3
7 医療法人ヒポクラテス　竹村内科腎クリニック 根本　遵 322-0029 鹿沼市西茂呂4-46-3
8 医療法人千風会　いとうクリニック 伊藤　勇 321-2345 日光市木和田島3043
9 川上病院 上野　尚之 321-1271 日光市並木町2-5
10 塩野室診療所 林　建良 321-2352 日光市小林2824-1
11 新沢外科 新沢　敏章 321-1261 日光市今市814-1
12 社団医療法人明倫会　日光野口病院 目黒　浩昭 321-1424 日光市野口445

No. 所属医療機関 氏名 郵便番号 所在地
1 秋元クリニック 秋元　明彦 328-0012 栃木市平柳町2-27-13
2 金子内科医院 金子　明弘 328-0125 栃木市吹上町1642-1
3 小森谷内科医院 小森谷　武美 329-4404 栃木市大平町富田4003-8
4 医療法人弘友会　関口医院 関口　弘道 328-0014 栃木市泉町21-3
5 医療法人　中元内科医院 中元　明哉 328-0027 栃木市今泉町2-10-18
6 藤沼医院 藤沼　彰 329-4404 栃木市大平町富田5212-7
7 いなば内科クリニック 稲葉　利敬 329-0111 下都賀郡野木町丸林583-3

＜宇都宮＞

＜上都賀＞

＜下都賀＞
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No. 所属医療機関 氏名 郵便番号 所在地
1 医療法人　小山イーストクリニック 大橋　博 323-0022 小山市駅東通り1-32-1
2 医療法人アスムス　おやま城北クリニック 太田　秀樹 323-0014 小山市喜沢1475-328
3 医療法人アスムス　おやま城北クリニック 小坂　由道 323-0014 小山市大字喜沢1475-328
4 医療法人　小山すぎの木クリニック 朝倉　伸司 323-0806 小山市中久喜1113-1
5 苅部小山南クリニック 柴　徳郎 323-0818 小山市塚崎1503
6 城南クリニック 大和田　敏雄 323-0820 小山市西城南2-18-7
7 医療法人博愛会　杉村病院 杉村　栄一 323-0025 小山市城山町2-7-18
8 土谷医院 土谷　博之 323-0025 小山市城山町2-4-26
9 トータルクリニック寺門医院 寺門　道之 323-0822 小山市駅南町1-17-18
10 医療法人社団望星会　グリーンタウンクリニック 井上　真 329-0434 下野市祇園2-3-2
11 医療法人　しもつけクリニック 井戸　健一 329-0431 下野市薬師寺3171-4
12 医療法人　新島内科クリニック 新島　純子 329-0507 下野市文教3-10-4
13 医療法人仙寿会　山本整形外科医院 山本　勝 329-0413 下野市駅東6-1-22
14 医療法人直心会　やまだ脳神経外科クリニック 山田　直司 329-0607 河内郡上三川町西汗1701-47

No. 所属医療機関 氏名 郵便番号 所在地
1 医療法人社団　亀田医院 亀田　千里 327-0046 佐野市村上町111-1
2 医療法人生澤会　くまいクリニック 熊井　園子 327-0317 佐野市田沼町732
3 医療法人翼望会　長島医院 長島　徹 327-0501 佐野市葛生東1-10-27

No. 所属医療機関 氏名 郵便番号 所在地
1 小野内科消化器科医院 小野　和則 326-0802 足利市旭町851-4
2 小野内科消化器科医院 小野　倫子 326-0802 足利市旭町851-4
3 なかたクリニック 中田　誠司 326-0826 足利市借宿町558
4 医療法人　平沢内科医院 平澤　雄一 326-0816 足利市緑町1-5-2

No. 所属医療機関 氏名 郵便番号 所在地
1 医療法人社団為王会　尾形クリニック 佐久間　泰弘 329-2162 矢板市末広町45-3
2 医療法人敬成会　村井胃腸科外科クリニック 村井　成之 329-2142 矢板市木幡1308-20
3 医療法人　佐藤クリニック 佐藤　泉 329-1323 さくら市卯の里1-17-1
4 医療法人社団一石会　佐野医院 佐野　哲郎 329-1412 さくら市喜連川4413
5 医療法人　仲嶋医院 仲嶋　秀文 329-1311 さくら市氏家3245-17
6 医療法人社団　阿久津医院 阿久津　博美 329-1226 塩谷郡高根沢町大谷176-1
7 医療法人社団恵心会　高根沢中央病院 青木　洋 329-1232 塩谷郡高根沢町光陽台3-16-1

No. 所属医療機関 氏名 郵便番号 所在地
1 小林内科外科医院 小林　伸久 324-0028 大田原市富士見1-1606-265
2 医療法人社団　小沼内科胃腸科クリニック 小沼　一郎 329-2722 那須塩原市西朝日町6-42
3 一般社団法人栃木県医師会　栃木県医師会塩原温泉病院 森山　俊男 329-2921 那須塩原市塩原1333
4 みずぬまクリニック 水沼　裕光 329-2751 那須塩原市東三島2-80-6

No. 所属医療機関 氏名 郵便番号 所在地
1 医療法人社団新生会　塩谷医院 塩谷　眞悦 321-0526 那須烏山市田野倉183
2 医療法人慈仁会　飯塚医院 木村　透 324-0613 那須郡那珂川町馬頭484-3
3 上野医院 上野　顕 324-0501 那須郡那珂川町小川700

＜塩谷＞

＜小山＞

＜那須＞

＜南那須＞

＜佐野＞

＜足利＞
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No. 所属医療機関 氏名 郵便番号 所在地
1 医療法人川上内科クリニック 川上　昭雄 321-4335 真岡市下高間木1-13-6
2 特定医療法人福田会　鬼怒ヶ丘クリニック 小原　靖尋 321-4355 真岡市上大沼127-1
3 医療法人幸の杜　すずの木ファミリークリニック 鈴木　幸代 321-4305 真岡市荒町2-5-1
4 医療法人　高橋内科クリニック 高橋　仁志 321-4307 真岡市西郷119-1
5 医療法人弘真会　二宮中央クリニック 染谷　勉 321-4521 真岡市久下田712-2
6 医療法人創生会　真岡中央クリニック 小川　松夫 321-4337 真岡市上高間木2-24-4
7 医療法人光真会　岡田内科クリニック 岡田　光子 321-3426 芳賀郡市貝町赤羽2658-11
8 和久医院 和久　茂仁 321-3324 芳賀郡芳賀町西水沼119-1

＜芳賀＞


