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　このガイドブックは、令和4年1月現在小山市内に開業している「(一社)小山地区医師会・(一社)小山歯
科医師会」の加入医療機関について、各地区別にご紹介しています。記載内容は、令和4年1月時点の情報
です。詳細については、各医療機関へお問合せ下さい。

●診療科目の見方
《医科》
ア行【アレ】アレルギー科【胃腸】胃腸科【胃腸内】胃腸内科
カ行【眼科】眼科【漢内】漢方内科【気食】気管食道科 【救急】救急科【外科】外科【形外】形成外科

【血内】血液内科【肛門】こう門科【呼吸】呼吸器科【呼外】呼吸器外科【呼内】呼吸器内科
サ行【産科】産科【産婦】産婦人科 【脂質代内】脂質代謝内科【耳鼻】耳鼻咽喉科【循環】循環器科

【循内】循環器内科【消化】消化器科【消内】消化器内科【小児】小児科【児外】小児外科【女内】女性内科
【神経】神経科【神内】神経内科【透析内】人工透析内科【心血】心臓血管外科【腎外】腎臓外科
【腎内】腎臓内科【腎泌尿】腎泌尿器科【心内】心療内科【整外】整形外科【精神】精神科【性病】性病科

タ行【糖内】糖尿病内科【糖代】糖尿病代謝内科
ナ行【内科】内科【内総】内科・総合診療科【内視鏡内】内視鏡内科【内分泌内】内分泌内科【乳腺】乳腺科 

【乳外】乳腺外科【脳外】脳神経外科　　　　　 
ハ行【泌尿】ひ尿器科【皮膚】皮膚科【皮泌】皮膚ひ尿器科【美外】美容外科【病理】病理診断科【婦人】婦人科

【放射】放射線科
マ行【麻酔】麻酔科
ラ行【リウ】リウマチ科【リハ】リハビリテーション科【老内】老年内科

《歯科》【歯科】【歯科口腔外科】【矯正歯科】【小児歯科】

●障がい者への対応について
　バリアフリー対応となっている。………………………☆
　スタッフが介助することにより対応している。………★

市内医療機関一覧

　「かかりつけ医」とは、日常的な診療のほか、家族を含めた病気の予防や、健康に不安を感
じたときには気軽に相談に乗ってくれる、身近な医師（歯科医師）や薬剤師のことです。

○「かかりつけ医」ってこんな先生
・説明がわかりやすく、相談しやすい
・必要であれば専門医を紹介してくれる　
・病院や薬局へ通いやすい　
・内科と整形外科など「かかりつけ医」を複数持つことも可能

少しでも不調を感じたら、
　　すぐに「かかりつけ医」に相談し
　　　　　　健康で安心な毎日を送りましょう

「かかりつけ医」を持ちましょう

とちぎ医療情報ネット

＊診療科目ごとに医療機関を調
べたい場合は、栃木県救急医
療情報システム「とちぎ医療
情報ネット」の「かんたん検索」
から検索ができます。
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小山・大谷地区（医科）
№ 医 療 機 関 名 住　　所 電話番号 診　療　時　間 休 診 日 診療科目 往

診
障
対
予
約

1 青い鳥こどもクリニック 城東
2-19-2 37-7111

9:00～12:30/15:30～18:30
【水･土曜】 9:00～12:30

 《予防接種》14:30～15:30（要予約）

日曜･祝日
水･土曜午後

小児･アレ
（Web予約優先） ×☆○

2 あかざわクリニック 土塔
234-47 28-5186

9:00～12:00/14:30～18:00
【土曜】 9:00～13:00

《予防接種》要予約

水･日曜･祝日
土曜午後

麻酔（ペインクリニッ
ク）･内科･漢内 ×☆○

3 暁クリニック 犬塚
62 24-6868

8:30～12:00/14:00～18:00
【日曜】 8:30～12:00

《予防接種》（要予約）診療時間内随時

木曜･祝日
日曜午後

消化･内科･外科･
小児･肛門･乳腺 ×☆○

4 浅井こどもクリニック 西城南
4-4-4 28-3002

8:15～12:00/15:00～18:00
【土曜】 8:15～12:00

《予防接種》【月･火･水･金曜】
14:00～15:00

（要予約、一般診療時間内も可）

木･日曜･祝日
土曜午後

小児･アレ
（予防接種のみ
要予約）

×★×

5 あらい内科クリニック 城北
3-2-5 21-1102 9:00～12:00/14:30～18:30

【日曜】 9:00～12:00
水曜･祝日
日曜午後

内科･消内･循内･
呼内･小児 ×☆×

6 安西・古谷クリニック 中央町
2-8-24 22-0215 9:00～12:00/15:00～18:00

【土曜】 9:00～12:00/15:00～17:00 水･日曜･祝日 循環･内科 ×★○

7 五十嵐医院 本郷町
2-6-12 22-2894 【月･火･木･金】8:50～12:00/15:00～18:00

【土曜】 8:50～12:00/14:45～17:00 水･日曜･祝日 耳鼻 ×★×

8 いしい整形外科 犬塚
1-21-8 20-3588 9:00～12:00/15:00～18:00 水･日曜･祝日 整外･リウ･リハ

（予防接種のみ予約可）×☆×

9 樹レディスクリニック 神鳥谷
5-18-15 20-5505 9:00～12:30/15:00～18:00

【水･土曜】 9:00～12:30
日曜･祝日･水曜
午後･土曜午後

産婦（再診、再初診
は予約可） ×☆○

10 いぬづか眼科 犬塚
8-10-20 38-7622

8:30～11:30/14:15～17:15
【土曜】8:30～11:30

【火曜】手術のみ（外来は休診）
【木曜午後】予約のみ

日曜･祝日
火･土曜午後 眼科 ×☆×

11 犬塚クリニック 犬塚
5-14-10 30-5066 9:00～12:00/15:00～18:30

【土曜】 9:00～12:00
水･日曜･祝日
土曜午後 内科･漢内 ×★×

12 岡整形外科 駅東通り
1-47-18 23-5503

9:00～12:30/14:30～18:00
（受付は30分前まで）

《先天性股関節脱臼検診》
（要予約）14:00～14:30

水･日曜･祝日 整外 ×★◯

13 おぐら内科・
腎クリニック

雨ヶ谷町
24

39-6505
（内科）
29-7440
（透析）

【月･水･金曜】9:00～12:00/15:00～18:00
【火･木･土曜】9:00～12:00

《透析》【月･水･金曜】8:30～23:00
【火･木･土曜】8:30～18:00

外来：日曜･祝日
火･木･土曜午後
透析：日曜

内科･腎内（人工透
析）･糖内･循内

（初診･再診とも予
約可）

×☆○

14 小野寺クリニック 中久喜
1615-3 23-4843

9:00～12:00/16:00～19:00
【土曜】 9:00～12:00

《予防接種》同上

日曜･祝日
土曜午後 内科･整外･麻酔 ○★×

15 小山
イーストクリニック

駅東通り
1-32-1 24-2200

8:30～12:00/15:00～18:30
【木･土曜】 8:30～12:00

【第3日曜（月1回･変更有）】 
8:30～12:00（予約制）

日曜･祝日
木･土曜午後

内科･循内･小児･
放射･糖内･
内分泌内

○☆○

16 小山厚生病院 八幡町
2-10-6 22-1105 9:00～12:30/14:00～18:00 日曜･祝日

年始･年末午後

内科･呼吸･消化･
循環･リウ･小児･
整外･皮泌･リハ

×★×

17 小山すぎの木
クリニック

中久喜
1113-1 30-3456

《一般外来》9:30～12:00/15:30～18:00
【土曜】9:30～12:00/15:30～17:30

  （以下全て要予約）
《内視鏡》【水曜】14:00～15:30
《脳外》【木曜】 7:30～16:30

《泌尿器》【金曜】14:00～16:30
【土曜】14:00～17:00
（受付は30分前まで）

外来：木（予約脳
外以外は休診）･
日曜･祝日
透析：日曜

内科･消内･胃腸
内･循内･アレ･脳
外･皮膚･腎泌尿･
リハ･放射･漢内･
血内･糖内･老内･
腎内･内視鏡内･透
析内･内分泌内･脂
質代謝内･腎外

×☆○
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№ 医 療 機 関 名 住　　所 電話番号 診　療　時　間 休 診 日 診療科目 往
診
障
対
予
約

18 小山ステーション
脳神経外科・内科

駅東通り
1-2-43 25-5500

【月･金】9:00～12:00/14:00～19:00
【火･木】9:00～12:00/14:00～18:00

【土曜】9:00～13:00
水･日曜･祝日 脳外･内科･神内 ×☆〇

19 小山整形外科内科 雨ヶ谷
753 31-1331

9:00～12:00/15:00～18:00
【土曜】 9:00～12:00/15:00～17:00

【日曜･祝日】 9:00～12:00
日曜･祝日午後 内科･整外･リウ･

リハ･脳外･放射 ×★×

20 小山整形外科内科
クリニック

雨ヶ谷
824-18 31-3366

9:00～12:00/15:00～18:00
【土曜】9:00～12:00/15:00～17:00
【日曜･祝日】（整形外科のみ）9:00～12:00

日曜･祝日午後 整外･内科･脳外･
放射･リウ･リハ ×☆×

21 小山中央医院 中央町
2-1-19 22-0745 9:00～12:30/15:00～18:00

【土曜】 9:00～12:30/13:30～17:00 木･日曜･祝日 内科･呼吸･消化･
循環 ○★×

22 小山皮ふ科 城東1-2-31 23-7124 8:45～12:00/14:45～18:00
【土曜】 8:45～12:00/13:45～16:00 木･日曜･祝日 皮膚 ×☆×

23 小山福澤眼科 東城南
4-13 31-0700 《受付時間》8:15～11:30/13:30～16:30

【木･土曜】 8:15～11:30
日曜･祝日
木･土曜午後 眼科 ×☆×

24 柏木耳鼻咽喉科医院 駅東通り
2-18-18 25-2933 9:00～12:00/14:40～18:00

【土曜】 9:00～12:00/14:40～17:30
木･日曜･祝日
第２土曜午後 耳鼻 ×★×

25 加藤クリニック 城東
6-6-7 21-1133 10:00～12:00/15:00～17:00

【水･土曜】 10:00～12:00
木･日曜･祝日
水･土曜午後

内科･腎内･透析内
（往診については
要相談）

○★○

26 苅部小山南クリニック 塚崎
1503 31-1188

8:30～12:00/15:00～18:30
【土曜】 8:30～12:00/14:00～17:00

《予防接種》随時受付
8:30～11:00/15:00～17:30

【土曜】 8:30～11:00/14:00～16:00

木･日曜･祝日 胃腸･内科･外科･
肛門･循環 ○★×

27 川﨑内科医院 東城南
2-11-2 28-7676

9:00～12:00/14:30～18:30
（受付は18:00まで）

※初診の方は要予約

水･木･日曜･
祝日

内科･循環･呼吸･
消化･アレ ×☆×

28 川田耳鼻咽喉科
クリニック

東城南
4-6-4 31-3855

8:30～12:00/14:30～18:00
【土曜】 8:30～12:00/14:30～17:00

（受付は15分前まで）
水･日曜･祝日 耳鼻 ×☆×

29 かわなご女性
クリニック

駅東通り
2-6-10 25-2101 9:30～12:30/15:00～18:30

【土曜】 9:30～12:30/15:00～17:00 木･日曜･祝日 産婦（要予約） ×★○

30 川村内科医院 駅南町
5-16-8 28-1332 8:00～13:00/15:00～17:00

【火･金･土曜】 8:00～13:00
水･日曜･祝日
火･金･土曜午後

内科･リウ･アレ･
小児 ×★○

31 北村クリニック 城東
5-1-17 22-2888 9:00～12:00/14:00～18:30

（受付は15分前まで） 日曜･祝日 外科･消内･内科･
肛門･整外 ×☆×

32 keiクリニック 中央町3-7-1
ロブレ7F 21-2255 10:00～12:30/15:00～18:00

【水･金曜午後】完全予約制

月･日曜･祝日
第1･3･5土曜午
後休診

形外･皮膚･美容皮
膚（手術と美容施
術は予約可）

×☆×

33 こう耳鼻科クリニック 雨ヶ谷
738-1 27-8717

9:00～12:00/15:00～18:00
【土曜】 9:00～12:00/14:00～16:30

（受付は30分前まで）
水･日曜･祝日 耳鼻 ×★×

34 こもれび心の診療所 中央町3-7-1
ロブレ7F 21-3388 9:00～12:00/14:00～17:30

【木･土曜】 9:00～12:00
日曜･祝日
木･土曜午後

精神･心内
（完全予約制） ×☆○

35 古谷野皮膚科泌尿器科 若木町1-15-32 23-1258 10:00～13:00/15:00～18:30 日曜･祝日 皮膚･泌尿 ×××

36 近藤クリニック 天神町
1-9-22 23-2825 9:00～12:00/14:30～18:00

【土曜】 9:00～12:00
日曜･祝日
土曜午後

内科･神内･放射･
精神･心内 ×☆○

37 斎藤眼科医院 駅東通り
2-28-17 22-0413

9:00～12:00/14:00～17:30
【土曜】 9:00～12:00/14:00～16:00

（受付は15分前まで）
木･日曜･祝日

眼科
（Web･携帯予約
可）

×☆○

38 篠原クリニック 花垣町
1-2-19 22-0764 9:00～12:30/14:00～17:30

【木･土曜】 9:00～12:30
日曜･祝日
木･土曜午後

外科･呼吸･整外･消化
（初診のみWeb予
約可）

×☆×

39 城東メンタル
クリニック

城東
6-3-12 25-8332 9:30～12:30/14:30～18:00

【土曜】 9:30～12:30
木･日曜･祝日
土曜午後

精神･心内
（完全予約制） ××○

40 城南眼科クリニック 雨ヶ谷
113-1 31-5888 9:00～12:00/15:00～18:00 水･日曜･祝日 眼科 ×☆×
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№ 医 療 機 関 名 住　　所 電話番号 診　療　時　間 休 診 日 診療科目 往
診
障
対
予
約

41 城南クリニック 西城南
2-18-7 28-7780 8:30～12:00/15:00～18:00

【水･土曜】 8:30～12:00
日曜･祝日
水･土曜午後

内科･胃腸内･
外科･整外･肛門 ×★×

42 新小山市民病院 神鳥谷
2251-1 36-0200

《受付時間》   【初診】 8:30～11:00
【再診】〈予約なし〉 8:30～11:00

〈予約あり〉 7:45～16:00
《診療時間》   【初診】 8:45～12:30
【再診】 8:45～12:30、13:30～17:00
※午後の診療は予約のみ
※診療科目ごとに診療時間、休診
日が異なる場合がありますので詳
しくはお問合せください

土･日曜･祝日
※救急外来を
除く

内科･内総･神内･
アレ･リウ･小児･
外科･整外･形外･
脳外･心血･婦人･
眼科･耳鼻･皮膚･
泌尿･リハ･放射･
麻酔･呼内･循内･
腎内･糖代･救急･
病理･血内

×☆×

43 杉村病院 城山町
2-7-18 25-5533

9:00～12:00/14:00～18:00
（受付は17:45まで）
《予防接種》要予約

日曜･祝日

内科･外科･小児･
循内･整外･消内･
皮膚･泌尿･女内･
リハ

○☆△

44 関医院 中久喜
5-2-1 22-0285 8:30～12:00/15:30～18:00

【月･金･土曜】 8:30～12:00
水･日曜･祝日
月･金･土曜午後

内科･呼内･循内･
小児

（予約制）（往診は訪
問診療の方のみ）

○☆○

45 関根整形外科医院 駅南町
1-9-15 27-6713

9:00～12:30/15:00～18:30
【水･土曜】 9:00～12:30

【日曜】 9:00～12:30/15:00～17:00

木曜･祝日
水･土曜午後 整外･リウ･リハ ×☆×

46 髙岩内科医院 駅東通り
2-38-13 22-0170 9:00～12:00/15:00～18:00

【水･土曜】 9:00～12:00
日曜･祝日
水･土曜午後 内科･循環 ×★×

47 田村整形外科 若木町
2-10-20 24-6161 9:00～12:00/15:00～18:00

【土曜】 9:00～12:00/14:00～17:00 木･日曜･祝日 整外･リウ･リハ ×☆×

48 ちばクリニック 東城南
5-6-10 43-6801

8:30～12:00/15:00～18:00
【水曜】 8:30～12:00
【土曜】 8:30～14:00

《乳腺外来》（要予約）【水曜】8:30～12:00
【金曜】15:00～18:00

日曜･祝日
水･土曜午後

内科･消化･胃腸･
肛門･胃腸内･消内
･内視鏡内･乳腺

（乳腺外来要予約）

×☆×

49 塚本耳鼻咽喉科医院 中央町
3-1-25 22-0152 9:00～12:00/15:00～18:00

【土曜】9:00～12:00
水･日曜･祝日
土曜午後 耳鼻･アレ ×★○

50 土谷医院 城山町
2-4-26 22-0317 9:00～12:00/14:00～18:00

【木･土曜】 9:00～12:00
日曜･祝日
木･土曜午後 内科･小児 ○★×

51 トータルクリニック
寺門医院

駅南町
1-17-18 27-9776 9:00～12:15/15:00～18:15

【土曜】 9:00～12:00/13:00～16:00 木･日曜･祝日 内科･小児･消化･
外科･肛門 ×★×

52 豊嶋耳鼻咽喉科
クリニック

神鳥谷
1085-4 22-1069 9:00～12:00/15:00～18:30

【土曜】 9:00～11:30/14:00～16:30 日曜･祝日 耳鼻･気食 ×☆○

53 とみやまクリニック 城北
6-26-5 38-8688 9:00～12:30/15:30～19:00

【水･土曜】 9:00～12:30
日曜･祝日
水･土曜午後 内科･皮膚･アレ ×☆×

54 友井内科クリニック 駅東通り
1-3-3 30-1111

9:30～12:30/15:00～18:00
【土曜】 9:30～12:30/14:00～17:00
（受付は30分前まで）（完全予約制）

木･日曜･祝日
土曜午後短縮
あり

内科･循内･呼内･
消内･胃腸内･
神内･アレ

×★○

55 友井皮フ科クリニック 城山町
3-2-17 22-8880

9:30～12:00/14:30～17:30
【土曜】 9:30～11:30/14:00～16:00
（土曜午後は予約の特殊外来のみ）

木･日曜･祝日
皮膚

（車いすで来院の
方は要事前連絡）

×★×

56 永山医院 天神町
2-12-22 22-0219 9:00～12:00/15:30～18:00

【水･土曜】 9:00～12:00
日曜･祝日
水･土曜午後 内科･小児 ×××

57 沼部医院 城東
6-14-9 22-2903 9:00～12:30/16:00～18:00 日曜･祝日 内科･整外 ×☆×

58 ハンディクリニック 西城南
6-3-9 28-6777

《外来》【火～金曜】 9:00～12:00
《訪問診療》【月～土曜】

 9:00～12:00/13:00～17:00

《外来》月･土･
日曜･祝日

《訪問診療》日曜

内科･外科
（定期訪問患者の
み往診）

×☆×

59 神鳥谷クリニック 神鳥谷
1-19-1 22-7700 8:30～12:00/15:30～18:00

【日曜（月1回）】 8:30～12:00 水･日曜･祝日

泌尿･漢内･内科･
小児･皮膚･整外･
リハ･婦人（当日の
み電話予約可）

×★○

60 福田医院 宮本町
2-4-6 25-5511 9:00～12:30/14:30～18:30

【火曜】 9:00～12:30
日曜･祝日
火曜午後 内科･消化･小児 ×★×
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61 ふくだクリニック 西城南
4-12-33 27-5911

9:00～12:00/15:00～18:30
【木曜】 9:00～12:00

【土曜】 9:00～12:00/15:00～17:00

日曜･祝日
木曜午後

内科･小児･消化･
胃腸･循環･アレ･
呼吸

○★×

62 藤原クリニック 雨ヶ谷新田
71-1 27-2421 9:00～12:40/15:00～18:50 木･日曜･祝日 内科･呼吸･循内･

アレ･小児 ×☆×

63 松岡クリニック 東城南
1-3-32 27-4135 9:00～12:30/13:30～15:00 水･日曜･祝日 精神 ××○

64 水越内科クリニック 雨ヶ谷
506-1 28-7880

9:00～12:30/15:00～18:00
【木曜】 9:00～12:30

【土曜】 9:00～12:30/14:00～17:00

日曜･祝日
木曜午後

内科･呼内･循内･
消内･リハ

（当日のみ電話予
約可）

×☆○

65 みなみこども
クリニック

城東
6-10-1 20-0010

8:45～12:15/15:30～18:30
【土曜】 8:45～12:15

《予防接種》【月･火･金曜】14:00～15:00
【土曜】14:00～17:00

木･日曜･祝日 小児･アレ ×★○

66 みなみ整形外科 西城南
3-16-7 28-9222 9:00～12:30/15:00～18:30

【水･土曜】 9:00～12:30
日曜
水･土曜午後 整外･リウ･リハ ×☆×

67 もりや眼科 駅東通り
1-15-12 38-7996 9:00～12:00/15:00～18:00

【土曜】 9:00～13:00
水･日曜･祝日
土曜午後 眼科 ×☆○

68 矢尾板クリニック 神鳥谷
1799-1 28-7755

9:00～12:00/15:30～19:00
【日曜】 9:00～12:30/14:30～17:30
《予防接種》インフルエンザ以外は要予約

土曜･祝日 内科 ×☆×

69 やまなかレディース
クリニック

若木町
2-11-20 37-8020 9:00～12:30/15:00～17:30

【水曜】 9:00～12:30
日曜･祝日
水曜午後 産婦 ×★○

70 リハビリテーション
翼の舎病院

若木町
1-1-2 37-6107 9:00～12:00/15:00～17:00 土･日曜･祝日 リハ ×☆×

71 わたぼうし皮膚科
クリニック

城東
2-18-27 21-2525 9:00～12:00/15:30～18:30

【水･土曜】 9:00～12:00
日曜･祝日
水･土曜午後 皮膚 ×☆×

間々田地区（医科）
1 青木医院 網戸

1850 45-5545 9:00～12:00/15:00～18:00
【土曜】 9:00～12:00

木･日曜･祝日
土曜午後

内科･消化･外科･
肛門 ○☆×

2 石田耳鼻咽喉科
クリニック

乙女
2-7-2 41-1718 9:00～12:00/14:00～18:00

【土曜】 9:00～12:00
木･日･祝日
土曜午後 耳鼻 ×★◯

3 おおきこども
クリニック

美しが丘
3-35-3 41-0025

9:00～12:30/15:30～19:00
【土曜】 9:00～12:30/15:30～17:30
《予防接種》14:00～15:30（要予約）

水･日曜･祝日 小児･アレ
（Web予約可） ×☆○

4 苅部医院 南飯田
317-8 41-1111 9:00～14:00/15:00～18:00 水･土･日曜･ 

祝日 内科･外科 ×★○

5 黒須整形外科医院 乙女
2-12-8 45-1551 9:00～12:00/15:00～18:00

【木･土曜】 9:00～12:00
日曜･祝日
木･土曜午後 整外･リハ ○☆×

6 光南病院 乙女
795 45-7711 9:00～12:00/14:30～17:30

日曜･祝日･
4月1日
（開院記念日）

内科･外科･整外･
アレ･リウ･小児･
皮膚･眼科･リハ･
放射･呼吸･消化･
循環･形外･肛門･
泌尿･糖内（整外･
内科一部は予約
制）

○☆△

7 須田医院 間々田
1489-12 45-7712 【火曜】9:00～12:00 月･水～土･日曜･

祝日、火曜午後 内科･外科･胃腸 ○××

8 つちやカルディオ
クリニック

東間々田
2-103-3 41-5551 10:00～12:30/16:00～19:30

【土･日曜】10:00～12:30/14:00～16:30 水曜･祝日 内科･循内･呼内･
小児 ×☆×

9 寺田クリニック 粟宮
47 38-7861 9:00～12:00/15:00～18:30

【土曜】 9:00～13:00
日･祝･水･
土曜午後 内科･循内 ×☆○

10 所内科胃腸科
クリニック

間々田
1722-2 45-9393

9:00～12:00/15:00～18:00
【土曜】9:00～12:00/14:00～17:00

《予防接種》適時
水･日曜･祝日 内科･消化 ×☆○

11 野村消化器内科
クリニック

乙女
2-3-15 41-0330

9:00～13:00/15:00～19:00
【土曜】 9:00～13:00/15:00～18:00

（受付は30分前まで）
水･日曜･祝日 内科･外科･消化･

胃腸 ×☆×
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12 ふくだ皮フ科
クリニック

東間々田
2-36-2 38-7578 9:30～12:30/15:00～18:00

【土曜】（要予約）9:30～12:30/14:00～16:00 水･日曜･祝日 皮膚 ○☆△

13 星野胃腸科外科医院 粟宮
745-1 25-3533 9:00～12:00/14:00～18:00

【日曜】 9:00～12:00
木曜･祝日
日曜午後

内科･消化･胃腸･
小児･外科･肛門･
放射･消内･
内視鏡内

×☆×

14 星野病院 粟宮
1-7-8 23-7227

【火･水曜】（紹介及び再診）
9:00～12:00/14:00～17:00

【土曜】（再診･予約制）9:00～12:00
《泌尿器》【水曜】（初診）9:00～12:00
（再診）9:00～12:00/14:00～16:00

月･木･金･
日曜･祝日
土曜午後

【火･水･土曜午前】
胃腸･外科･内科･
肛門

【水曜】泌尿

×☆×

15 三田整形外科 間々田
18-1 45-8800 9:00～12:30/15:00～18:30

【土曜】9:00～14:00 木･日曜･祝日 整外･リハ ×☆×

16 森岡内科小児科医院 乙女
1-28-1 45-7002 8:30～12:30/14:30～18:30

【土曜】 8:30～13:00
木･日曜･祝日
土曜午後

内科･小児･消内･
循内 ×★○

美田地区（医科）
1 あらやま医院 大行寺

1069-1 22-1277 9:30～12:00/15:00～17:30
【土曜】 9:30～12:00/15:00～17:00 木･日曜･祝日 整外･内科･リハ ×★×

2 神野医院 下河原田694 38-0007 9:00～13:00
【水曜】9:00～13:00/15:30～18:00

金･日曜･祝日
月･火･木･土曜午後

内科･皮膚･小児
（往診は昼のみ） ○★×

3 さくらのクリニック 卒島
244-1 37-1221 9:00～12:00/14:30～17:30 土･日曜･祝日 内科･耳鼻 ×☆×

4 戸野塚内科医院 下石塚
471 38-2007 9:00～12:00/16:00～18:00

《予防接種》随時（要予約） 木･日曜･祝日

内科･内総･呼内･
神内･消内･循内･
アレ･リウ･内分泌
内･腎内･糖内･
血内･小児

○★○

5 船田内科外科医院 松沼578 37-0010 9:00～12:00/15:00～17:30 木･日曜･祝日 内科･外科･小児 ×☆×

桑絹地区（医科）
1 朝日病院 喜沢

660 22-1182 9:00～11:30 日曜･祝日
10/12 精神･心内･内科 ×☆○

2 おだ内科クリニック 羽川
524-4 24-5588 9:00～12:00/15:30～18:00

【水･土曜】 9:00～12:00
日曜･祝日
水･土曜午後 内科･循内 ×★○

3 おやま城北クリニック 喜沢
1475-328 24-6565 9:00～12:00 土曜･祝日

内科･外科･整外･
皮膚（訪問診療患
者のみ往診）

○☆×

4 光南健診クリニック

喜沢1475
おやまゆうえん
ハーヴェストウォーク
ヨークベニマル
棟2F

32-7120 9:00～12:00/14:00～17:00
【第2.4土曜】 9:00～12:00

日曜･祝日
第1･3･5土曜
第2･4土曜午後

健康診断･
人間ドッグ･
乳がん検診

×★○

5 サンフラワー
クリニック

出井
1935-1 22-1920 9:00～12:00/13:30～17:00

《予防接種》要予約（電話可） 日曜･祝日 内科･小児 ×☆○

6 すずき整形外科 喜沢
438-1 23-2010 9:00～12:00/14:00～18:00

《予防接種》要予約 木･日曜･祝日 整外･リウ･リハ ×☆×

7 せき内科胃腸科
クリニック

喜沢
667-153 30-5400 8:00～12:00

【土曜】 8:00～12:00/14:00～17:00
日曜･祝日
月～金曜午後 胃腸･内科･小児 ×☆○

8 扶桑医院 扶桑
1-2-1 23-2350 9:00～12:00/16:00～19:00

《予防接種》要予約 水･日曜･祝日 内科･消化･小児･
外科･整外･放射 ×☆×

9 星内科医院 喜沢
399-4 22-3283

9:00～12:30/15:00～19:00（受付18:30まで）
【水曜】 9:00～12:30

【土曜】 9:00～12:30/14:00～17:00
《予防接種》要予約

日曜･祝日
水曜午後

内科･呼吸･呼内･
小児･アレ･循環･
消化

○★×

10 南栃木病院 北飯田
74-2 39-1150 9:00～12:30/13:30～17:00

【土曜】 9:00～12:30
日曜･祝日
土曜午後

内科･呼吸
【曜日限定】消内･
整形･内分泌内･ 
循環･神内･皮膚･ 
アレ

×☆○


