
風しん抗体検査実施医療機関一覧（医療機関名50音順）

医　療　機　関　名 所在地 電話番号

アイ・こころのクリニック 松が峰2-4-1 638-4556
あいざわ内科クリニック 江曽島3-785-4 615-1000
あおい内科小児科クリニック 岩曽町1086-1 663-6000
青木医院 元今泉1-3-11 634-2100
青葉台クリニック 山本3-9-6 624-2120
青柳医院 南高砂町7-14 653-1375
あかぬまクリニック 新里町丁字東原1608-15 612-3370
旭眼科内科クリニック 西川田町929-4 659-8666
荒井胃腸科外科医院 小幡2-5-15 621-1766
有村小児科医院 石井町3128-11 656-7207
アルテミス宇都宮クリニック インターパーク5-1-9 655-5600
あんどうこどもクリニック 下栗町1645-1 657-7588
飯田病院 塙田3-5-17 622-4970
いしかわクリニック 東原町10-7 658-0021
石川外科医院 御幸本町4732-22 661-2565
石川内科小児科クリニック 宿郷1-19-9 638-8546
痛みの一条診療所 一条4-1-11 638-8100
いちはらファミリークリニック 中里町322 612-8350
伊藤内科医院 旭1-4-14 634-4864
猪岡内科 陽東4-1-2 664-3800
伊吹内科医院 西川田本町2-8-13 659-1601
今泉ハートクリニック 元今泉7-19-1　ｸﾘﾆｯｸｽﾃｰｼｮﾝﾋﾞﾙ2F 683-7280
今泉メディカルクリニック 中今泉5-29-30 613-5000
岩曽内科脳神経外科医院 岩曽町18-1 612-1221
岩渕クリニック 大通り4-1-20 622-6555
インターパーク倉持呼吸器ペインクリニック内科 中島町765-1 653-5969
インターパークビレッジ内科外科 ｲﾝﾀｰﾊﾟｰｸ4-1-3　ｲﾝﾀｰﾊﾟｰｸｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞﾋﾞﾚｯｼﾞF-04-1 612-1112
うえの医院 大寛2-5-7 636-8707
上野病院 天神2-2-15 636-2035
宇都宮記念病院 大通り1-3-16 622-1991
宇都宮協立診療所 宝木町2-1016-5 650-7881
宇都宮　腎・内科・皮膚科クリニック 鶴田2-38-3 647-0511
宇都宮セントラルクリニック 屋板町561-3 657-7300
宇都宮中央クリニック 中央1-7-1 636-1121
宇都宮中央病院 東宿郷2-1-1 635-1110
宇都宮東部クリニック 清原台5-14-19 667-5000
宇都宮内科病院 鶴田2-7-29 648-7555
宇都宮脳脊髄センター 一番町1-18 633-0201
宇都宮南病院 八千代1-2-11 658-5511
梅園医院 伝馬町3-28 633-2869
えのきはらクリニック 下栗1-21-12 638-3515
大岡医院 一の沢町274-7 622-9907
大栗医院 泉町1-27 622-5166
大野クリニック 元今泉4-2-15 639-1188
大野内科医院 菊水町13-12 633-3777
大場医院 下栗町703-11 656-0227
大和田内科胃腸科 雀の宮4-3-14 653-0798
おがたクリニック 竹林町975-1 623-1200
岡本台クリニック 下岡本町2082-13 673-7338
おざわ小児科医院 相野沢町98-10 672-3692



医　療　機　関　名 所在地 電話番号

海賀医院 宿郷3-21-19 639-0881
加治整形外科耳鼻咽喉科クリニック 元今泉7-19-1　ｸﾘﾆｯｸｽﾃｰｼｮﾝﾋﾞﾙ2F 613-1133
柏倉医院 峰1-30-11 637-1200
かしわぶち産婦人科 海道町70-8 663-3715
片山医院 東峰町3008-21 662-6245
金子耳鼻咽喉科クリニック 松原2-3-14 622-8480
金子内科医院 昭和1-1-31 621-3182
かみやま子どもと親のクリニック 鶴田町1506-5 649-1111
かわつクリニック 大寛2-2-26 639-1118
川野クリニック 上田原町660-6 672-2700
かんけ胃腸クリニック 豊郷台3-50-2 678-4500
かんけクリニック 宿郷2-8-5 633-6201
きくちクリニック 下平出町614-2 683-3387
菊池整形外科医院 砂田町369-1 656-3838
亀卦川内科医院 仲町1-14 622-9576
きたかんとうクリニック 不動前1-3-14 639-0315
木村内科 塙田3-3-4 622-2664
きむら内科クリニック 鶴田町1482-1 647-0303
きむら内科・循環器科クリニック 針ケ谷町517-7 688-3770
清原台こどもクリニック 清原台2-4-14 305-6017
倉井清彦内科医院 平松本町326-4 636-1511
くりばやしこどもクリニック 兵庫塚町177-7 688-6336
くろさきこどもクリニック 駒生町3358-25 623-6300
黒須クリニック 西1-1-32 633-2661
黒田内科・循環器科 江曽島2-7-15 658-0505
こいけレディスクリニック 若松原3-1-2 688-3588
高野クリニック 中岡本町3410-5 671-7151
越戸クリニック 越戸町139-6 660-6190
国立病院機構栃木医療センター 中戸祭1-10-37 622-5241
小島原医院 下岡本町4075 673-2122
こどもヶ丘診療所 西川田町183-21 615-1077
小林内科医院 戸祭2-11-43 621-8866
小松医院 西川田町988-10 615-0700
駒生内科クリニック 駒生町1274-5 625-2021
五味渕医院 大通り3-1-15 633-3721
昆野クリニック 上籠谷町3314-4 667-5591
今野内科胃腸科医院 西川田町933-1 645-6121
さいとう医院 鶴田町268-5 647-1001
さいとう医院 東峰町3080-68 613-5666
さいとうクリニック 駒生町1359-25 652-6333
齋藤内科医院 桜1-4-16 634-6197
斎藤内科医院 下岡本町4556-5 673-6746
齋藤内科クリニック 清原台1-9-17 667-8833
相良内科 大通り4-1-1 625-7000
桜井消化器科・内科 細谷1-7-38 643-0870
桜井内科診療所 中戸祭町823 622-0535
佐々木記念クリニック 屋板町578-38 656-7117
佐藤胃腸科 桜2-6-15 624-3113
さとう内科クリニック 緑1-11-21 684-2660
さはら整形外科 中岡本町3710-82 671-2205
椎名内科クリニック 江曽島町1324-2 659-1155
ししど内科胃腸クリニック 関堀町767-1 678-5550
柴病院 竹林町504 621-8211



医　療　機　関　名 所在地 電話番号

耳鼻咽喉科すがわらクリニック 平松本町1204-2 633-8800
渋川小児科医院 花房2-4-5 634-9008
しみずファミリークリニック 越戸3-15-27 683-1011
しもだファミリークリニック 下栗町977-1 656-5800
城東クリニック 峰1-1-33 636-3421
仁整形外科クリニック 下砥上町1512-10 645-0511
菅原耳鼻咽喉科医院 峰4-23-20 661-4569
鈴木内科クリニック 若松原2-4-19 655-1229
鈴木皮フ泌尿科クリニック 柳田町1284-1 660-2022
すずめ医院 五代2-1-7 655-7555
生協ふたば診療所 双葉1-13-56 684-6200
関耳鼻咽喉科内科醫院 大通り4-2-25 621-8061
関湊記念会クリニック 本町5-12　宇都宮東武ホテルグランデ５Ｆ 643-0990
関谷内科医院 中岡本町3673-5 673-3356
たかしま耳鼻咽喉科 材木町1-7 633-9115
高瀬整形外科 松原2-7-22 621-3661
たかたクリニック 戸祭町3039-2 625-1015
髙橋あきら産婦人科 東今泉2-2-16 663-1103
高橋クリニック 宝木本町1226-44 666-1100
高橋外科・内科 砥上町194-1 647-3434
たかはし内科 鶴田町2126-5 647-4650
高橋内科胃腸科外科 野沢町45-14 665-3366
高橋内科循環器科クリニック 鶴田3-14-3 647-3112
髙橋レディスクリニック 東塙田1-5-1 624-0130
たからぎ胃腸外科クリニック 宝木町1-2588-6 643-6000
武田内科クリニック 下荒針町3396-1 649-3717
竹林クリニック 竹林町888-1 600-3150
田中医院 竹下町435-6 667-6521
ちかざわＬａｄｉｅｓ’クリニック 城東1-2-5 638-2380
塚田医院 新富町13-14 653-0256
つじ耳鼻咽喉科クリニック 宝木町1-2589-22 680-4301
土谷医院 みどり野町14-3 654-2212
つるたFamilyクリニック 鶴田1-17-23 648-8000
でいリウマチ科・内科クリニック 下栗町2935-2 666-5551
手塚クリニック 下小倉町2213-5 674-7700
手塚内科 今泉3-12-12 621-0960
てらだファミリークリニック 雀の宮5-5-1 654-2188
てらもと小児科 関堀町971-6 650-6636
天目外科胃腸科 ゆいの杜5-20-22 667-7000
東洋堂宇都宮医院 大通り4-2-21 622-1728
トマト内科糖尿病高血圧甲状腺クリニック 西川田町851-2 688-8921
冨塚メディカルクリニック 徳次郎町888 666-2555
豊郷台クリニック 豊郷台2-21-3 643-8998
豊郷中央渡辺内科 長岡町1217-5 622-8900
内科・小児科加瀬医院 駒生2-2-7 622-2174
中川内科クリニック 幕田町736-9 658-8883
永澤医院 野沢町233-3 665-1323
中田ウィメンズ＆ｷｯｽﾞｸﾘﾆｯｸ 西1-3-11 634-2488
永田内科・皮膚科医院 御幸ケ原町136-9 662-6774
中山医院 西1-3-17 634-5774
中山内科循環器科医院 星が丘1-5-3 622-2685
なでしこファミリークリニック 竹林町884-1 678-3000
西の宮岩倉循環器内科 西の宮1-8-1 647-0003



医　療　機　関　名 所在地 電話番号

林クリニック 西川田本町1-8-29 684-5155
はりがや中央クリニック 針ヶ谷町472-7 612-8805
ひだまりの森クリニック 東峰町3441-11 615-7231
ひばりクリニック 徳次郎町365-1 665-8890
ひまわりこどもクリニック 今泉町237　福田屋２F 622-7337
平尾産婦人科医院 鶴田3-1-4 648-5222
平尾内科・小児科 西原町560 658-1855
ひらしま胃腸・内科 屋板町132-7 657-7117
平野医院 氷室町1702 667-8778
平野内科小児科医院 住吉町12-6 633-4830
広瀬内科小児科クリニック 今宮1-9-14 659-0108
ひろたクリニック 石那田町852-2 669-1121
ファミリークリニックたまい 末広2-6-19 653-6701
フォレストサイドクリニック 西川田6-6-17 684-2775
福泉医院 下栗1-1-1 639-1122
福田こどもクリニック 下砥上町1545-20 659-8850
福田循環器科内科医院 若草3-11-11 622-3500
藤井脳神経外科病院 中岡本町461-1 673-6211
杏林堂　藤田医院 石井町2339 667-0768
藤田医院 中央1-6-2 633-4017
ふじた糖尿病内分泌内科クリニック 錦1-565-1 650-0011
双葉クリニック 中今泉3-28-1 633-4922
報徳会宇都宮病院 陽南4-6-34 658-2121
星小児科医院 下荒針町3588-2 648-4166
ほりえ医院 今泉町400-1 621-3616
ほりえクリニック 峰3-6-45 632-1881
ほんだ整形外科内科医院 白沢町2017-47 671-1125
マイクリニックたなか 桜4-3-16 622-6464
前田クリニック 宮の内1-34-5 654-2820
真木クリニック 中岡本町2823-44 671-7152
益田内科医院 東宿郷6-8-23 635-4678
増山内科小児科クリニック 平松本町340-6 638-2311
松村外科整形外科 馬場通り1-1-6 622-3962
松本医院 宝木本町2058-5 665-0975
みずほの中央クリニック 西刑部町2411-4 657-7766
緑の郷　佐々木クリニック 西刑部町2448-4 666-8668
宮川内科 北一の沢町10-12 622-5787
ミヤ健康クリニック ゆいの杜3-2-23 667-8181
みやの杜クリニック 陽東2-4-5 683-7811
御幸内科小児科医院 御幸町108-22 661-7817
村山医院 滝谷町13-17 632-7000
もちづき女性クリニック 双葉1-2-1　陽南ﾋﾞﾙ1F 678-4165
八幡医院 西1-3-37 633-2071
山井内科小児科クリニック 上戸祭町696-6 625-0250
山﨑小児科医院 新富町2-5 653-6745
やまだ胃腸内科小児科クリニック 鶴田町718-2 612-8583
湯川内科クリニック 駒生町3367-7 643-1114
ゆふ医院 中里町175-8 674-2005
よこぼり耳鼻咽喉科 岩曽町1255-2 678-2778
よしざわクリニック 台新田1-2-25 658-6111
吉田医院 岩曽町917-1 613-3313
吉田内科クリニック 屋板町155-1 657-0088
吉野医院 大曽4-9-11 622-0041
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鷲谷病院 下荒針町3618 648-3851
渡辺内科クリニック 江野町6-13 638-0345


