
別表２
【初期・安定期治療を担う医療機関】

那須赤十字病院（大田原市） 上都賀総合病院（鹿沼市）

那須中央病院（大田原市） 御殿山病院（鹿沼市）

阿部内科（大田原市） いちだクリニック（鹿沼市）

髙橋医院（大田原市） 宇賀神内科外科（鹿沼市）

菅間記念病院（那須塩原市） 大谷医院（鹿沼市）

国際医療福祉大学病院（那須塩原市） 小野内科循環器科医院（鹿沼市）

大島内科小児科医院（那須塩原市） 宮司外科胃腸科（鹿沼市）

尾形クリニック那須（那須塩原市） 高橋外科・胃腸科（鹿沼市）

那須高原クリニック（那須塩原市） 竹村内科腎クリニック（鹿沼市）

那須塩原クリニック・健康増進センター（那須塩原市） ぶんかばしファミリークリニック（鹿沼市）

なすのクリニック（那須塩原市） 山口内科医院（鹿沼市）

緑の杜クリニック（那須塩原市） 今市病院（日光市）

渡部医院（那須塩原市） 獨協医科大学日光医療センター（日光市）

立花医院（那須町） 日光市民病院（日光市）

もみの木医院（那須町） 荒井腎クリニック（日光市）

国際医療福祉大学塩谷病院（矢板市） 石塚クリニック（日光市）

上田医院（矢板市） 岡医院（日光市）

尾形クリニック（矢板市） 小沢医院（日光市）

村井胃腸科外科クリニック（矢板市） 見龍堂クリニックかわせみ（日光市）

山田クリニック（矢板市） 見龍堂医療福祉総合クリニック（日光市）

氏家病院（さくら市） 塩野室診療所（日光市）

黒須病院（さくら市） 日光市立湯西川診療所（日光市）

半田クリニック（さくら市）

にし内科ハートクリニック（さくら市）

大和田内科（塩谷町）

菅又病院（高根沢町）

高根沢中央病院（高根沢町）

関根クリニック（高根沢町）

中津川循環器科内科クリニック（高根沢町）

那須南病院（那須烏山市）

佐野医院（那須烏山市）

塩谷医院（那須烏山市）

高野病院（那珂川町）

飯塚医院（那珂川町）
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別表２
【初期・安定期治療を担う医療機関】

飯田病院（宇都宮市） 椎名内科クリニック（宇都宮市）

宇都宮記念病院（宇都宮市） 高橋外科・内科（宇都宮市）

宇都宮第一病院（宇都宮市） 田中医院（宇都宮市）

宇都宮中央病院（宇都宮市） つるたfamilyクリニック（宇都宮市）

宇都宮東病院（宇都宮市） でいリウマチ科内科クリニック（宇都宮市）

国立病院機構栃木医療センター（宇都宮市） てらだファミリークリニック（宇都宮市）

済生会宇都宮病院（宇都宮市） トマト内科糖尿病高血圧甲状腺クリニック（宇都宮市）

佐藤病院（宇都宮市） 冨塚メディカルクリニック（宇都宮市）

柴病院（宇都宮市） 豊郷台クリニック（宇都宮市）

白澤病院（宇都宮市） 内科・小児科加瀬医院（宇都宮市）

鷲谷病院（宇都宮市） 中川内科クリニック（宇都宮市）

あいざわ内科クリニック（宇都宮市） 西の宮岩倉循環器内科（宇都宮市）

あおい内科小児科クリニック（宇都宮市） 野口医院（宇都宮市）

青木医院（宇都宮市） 林クリニック（宇都宮市）

青柳医院（宇都宮市） ひばりクリニック（宇都宮市）

旭眼科内科クリニック（宇都宮市） 平野医院（宇都宮市）

いしかわクリニック（宇都宮市） ファミリークリニックたまい（宇都宮市）

石川外科医院（宇都宮市） ふじた糖尿病内分泌内科クリニック（宇都宮市）

石川内科小児科クリニック（宇都宮市） ほりえクリニック（宇都宮市）

いちはらファミリークリニック（宇都宮市） 増山内科小児科クリニック（宇都宮市）

伊藤内科医院（宇都宮市） 緑の郷佐々木クリニック（宇都宮市）

伊吹内科医院（宇都宮市） 宮川内科（宇都宮市）

今泉メディカルクリニック（宇都宮市） 目黒医院（宇都宮市）

いわぞ内科クリニック（宇都宮市） やたがい内科クリニック（宇都宮市）

岩曽内科脳神経外科医院（宇都宮市） 湯川内科クリニック（宇都宮市）

インターパーク倉持呼吸器ペインクリニック内科（宇都宮市） 吉田医院（宇都宮市）

宇都宮協立診療所（宇都宮市）

宇都宮腎・内科・皮膚科クリニック（宇都宮市） 芳賀赤十字病院（真岡市）

宇都宮東部クリニック（宇都宮市） 福田記念病院（真岡市）

宇都宮脳脊髄センター（宇都宮市） 真岡病院（真岡市）

梅園医院（宇都宮市） 川上内科クリニック（真岡市）

えのきはらクリニック（宇都宮市） 小林診療所（真岡市）

大和田内科胃腸科（宇都宮市） 桜井内科医院（真岡市）

かしわぶち産婦人科（宇都宮市） 二宮中央クリニック（真岡市）

片山医院（宇都宮市） みと内科クリニック（真岡市）

金子内科医院（宇都宮市） 真岡くまくら診療所（真岡市）

川野クリニック（宇都宮市） 真岡西部クリニック（真岡市）

かんけ胃腸クリニック（宇都宮市） 鈴木医院（益子町）

乾林堂医院（宇都宮市） 益子内科胃腸科診療所（益子町）

きくちクリニック（宇都宮市） 関澤内科クリニック（市貝町）

きむら内科クリニック（宇都宮市） 金子内科クリニック（芳賀町）

きむら内科・循環器科クリニック（宇都宮市）

清原診療所（宇都宮市）

倉井清彦内科医院（宇都宮市）

黒田内科・循環器科（宇都宮市）

高野クリニック（宇都宮市）

小島内科医院（宇都宮市）

小松医院（宇都宮市）

今野内科胃腸科医院（宇都宮市）

さいとう医院（宇都宮市鶴田町）

さいとう医院（宇都宮市東峰町）

齋藤内科クリニック（宇都宮市）

坂本内科クリニック（宇都宮市）

桜井消化器科・内科（宇都宮市）

さはら整形外科（宇都宮市）
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別表２
【初期・安定期治療を担う医療機関】

とちぎメディカルセンターとちのき（栃木市） 星内科医院（小山市）

中野病院（栃木市） 星野胃腸科外科医院（小山市）

西方病院（栃木市） 水越内科クリニック（小山市）

あまがい内科医院（栃木市） 石橋総合病院（下野市）

いわい町クリニック（栃木市） 小金井中央病院（下野市）

うづまクリニック（栃木市） 自治医科大学附属病院（下野市）

えぐち内科クリニック（栃木市） あんずの森クリニック（下野市）

大島医院（栃木市） 大柳内科・眼科（下野市）

おおやクリニック（栃木市） グリーンタウンクリニック（下野市）

合戦場クリニック（栃木市） 新島内科クリニック（下野市）

金田医院（栃木市） 新上三川病院（上三川町）

かわしまクリニック（栃木市） 石川医院（上三川町）

かわたクリニック（栃木市） うえのクリニック（上三川町）

熊倉医院（栃木市） せんば医院（上三川町）

腰塚医院（栃木市） 川嶌内科小児科クリニック（上三川町）

小松原医院（栃木市） やの小児科医院（上三川町）

関口医院（栃木市） 野木病院（野木町）

大門内科医院（栃木市） いなば内科クリニック（野木町）

高田クリニック（栃木市） 鹿野クリニック（野木町）

たまのクリニック（栃木市）

田村医院（栃木市） 足利赤十字病院（足利市）

とちぎ診療所（栃木市） 足利第一病院（足利市）

栃木中央クリニック（栃木市） 今井病院（足利市）

成田内科（栃木市） 長﨑病院（足利市）

野﨑医院（栃木市） 皆川病院（足利市）

藤岡診療所（栃木市） うるしばらクリニック（足利市）

箕輪内科（栃木市） 岡田内科（足利市）

山門クリニック（栃木市） 小野内科消化器科医院（足利市）

よこやま内科小児科クリニック（栃木市） かめいクリニック（足利市）

わたらせ在宅診療所（栃木市） きねぶちクリニック（足利市）

獨協医科大学病院（壬生町） 小林内科（足利市）

大久保クリニック（壬生町） 小松原ペインクリニック（足利市）

大橋内科クリニック（壬生町） こんのクリニック（足利市）

小林内科クリニック（壬生町） 新山クリニック（足利市）

グリ－ンクリニック（壬生町） 関内科医院（足利市）

佐藤医院（壬生町） 筑波医院（足利市）

前原医院（壬生町） 冨田内科医院（足利市）

松本内科医院（壬生町） なかたクリニック（足利市）

小山厚生病院（小山市） 中谷医院（足利市）

光南病院（小山市） 西田医院（足利市）

新小山市民病院（小山市） 平沢内科医院（足利市）

杉村病院（小山市） 両毛クリニック（足利市）

おだ内科クリニック（小山市） 佐野市民病院（佐野市）

小山イーストクリニック（小山市） 佐野厚生総合病院（佐野市）

小山すぎの木クリニック（小山市） 伊保内診療所（佐野市）

小山中央医院（小山市） 小倉医師会通りクリニック（佐野市）

苅部医院（小山市） おぬき内科クリニック（佐野市）

関医院（小山市） 亀田医院（佐野市）

せき内科・胃腸科クリニック（小山市） 佐野市国民健康保険野上診療所（佐野市）

つちやカルディオクリニック（小山市） 蘇原医院（佐野市）

永山医院（小山市） 竹石内科クリニック（佐野市）

福田医院（小山市） 長島医院（佐野市）

藤原クリニック（小山市） のしろクリニック（佐野市）

船田内科外科医院（小山市） ほりごめクリニック（佐野市）

綿引クリニック（佐野市）
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http://www.qq.pref.tochigi.lg.jp/jp/ap/qq/dtl/pwdetaillt01_002.aspx?kikan_cd=2090100664
http://www.qq.pref.tochigi.lg.jp/jp/ap/qq/dtl/pwdetaillt01_002.aspx?kikan_cd=2090100665
http://www.qq.pref.tochigi.lg.jp/jp/ap/qq/dtl/pwdetaillt01_002.aspx?kikan_cd=2092000374
http://www.qq.pref.tochigi.lg.jp/jp/ap/qq/dtl/pwdetaillt01_002.aspx?kikan_cd=2090100681

