
足利赤十字病院 登録医（足利市）

医療機関名称 ﾘｰﾌﾚｯﾄ 住所 電話番号 診療科

あ あいファミリィクリニック足利 足利市寺岡町505-1 0284-22-3788 内科・小児科・整形外科・皮膚科・リハビリテーション科

青木病院 足利市本城1-1560 0284-41-2213 精神科・児童精神科・老年精神科・心療内科・内科・小児心療科

青空ひふ科 足利市鹿島町371-2 0284-65-0381 皮膚科

あお山クリニック耳鼻咽喉科 足利市伊勢町3丁目9-9 0284-41-1722 耳鼻咽喉科

浅岡産婦人科 足利市相生町387 0284-41-8188 産科・婦人科

青柳耳鼻咽喉科医院 足利市朝倉町268-2 0284-73-1187 耳鼻咽喉科

浅原眼科クリニック 足利市朝倉町3丁目16-4 0284-72-6688 眼科

足利腎クリニック 足利市伊勢南町9-5 0284-43-1760 透析

足利第一病院 足利市大月町1031 0284-44-1212 内科・外科・整形外科・泌尿器科・皮膚科

足利中央病院 足利市下渋垂町447 0284-72-8401 内科・循環器内科・消化器内科・皮膚科・呼吸器内科・整形外科・人工透析科

あしかがの森足利病院 足利市大沼田町615 0284-91-0611 内科・小児科・神経小児科・外科・整形外科・皮膚科・予防接種・乳幼児健診・健康診断

あしかが皮膚科クリニック 足利市西砂原後町1180-3 0284-64-8612 皮膚科

足利富士見台病院 足利市大前町1272 0284-62-2448 心療内科・精神科・老人内科

あしかがメンタルクリニック 足利市田中町826-2 0284-70-5577 心療内科・精神科・神経科

あなはらクリニック 足利市伊勢町2丁目13-5 0284-41-6965 耳鼻咽喉科・内科・小児科

阿部医院本院 足利市葉鹿町1丁目10-8 0284-64-0888 内科・神経内科

天貝ペイン皮膚科クリニック 足利市堀込町1624-2 0284-73-7121 麻酔科・皮膚科

井岡眼科医院 足利市本城1丁目1470 0284-41-6887 眼科

いかるぎ町内科クリニック 足利市鵤木町3-1 0284-22-7285 内科・呼吸器内科

井戸川クリニック 足利市福富町2096-1 0284-73-3360 内科・消化器科・リウマチ科・小児科

いざわ脳神経内科 栃木県足利市中川町3649 0284-64-7833 内科・神経内科・禁煙外来・リハビリテーション科

今井病院 足利市田中町100 0284-71-0181

内科・外科・整形外科・消化器外科・呼吸器内科・神経内科・アレルギー科

形成外科・肛門外科・皮膚科・放射線科・麻酔科・リウマチ科

リハビリテーション科・血液内科・糖尿病　内分泌科・乳腺外科

うるしばらクリニック 足利市借宿町610-7

(内科)

0284-70-7177

(皮膚科・形成外科)

0284-73-1212

内科・胃腸科・呼吸器内科・循環器内科・小児科 皮膚科･形成外科

大岡胃腸内科 足利市花園町4-2 0284-41-1177 内科・消化器科・胃腸科・循環器科

岡田内科 足利市朝倉町2丁目11-13 0284-72-8877 内科・消化器内科・循環器内科・呼吸器内科・アレルギー科

小倉耳鼻咽喉科医院 足利市通4丁目2582 0284-21-2600 耳鼻咽喉科

小沢医院 足利市永楽町3-1 0284-41-4102 整形外科

小平小児科クリニック 足利市助戸1-710 0284-44-1411 小児科

小平内科クリニック 足利市助戸1-710 0284-44-2223 内科

落合医院 足利市今福町66 0284-21-1328 内科・循環器内科・消化器内科

小野内科消化器科医院 足利市旭町851-4 0284-22-3730 内科・消化器内科

か 賀川診療所 足利市五十部町1785 0284-21-3131 小児科・内科

笠原外科胃腸科医院 足利市福居町994 0284-72-0100 消化器科

鹿島眼科 足利市鹿島町432-1 0284-65-0017 眼科

鹿島こどもクリニック 足利市鹿島町501-3 0284-65-0035 小児科・内科・アレルギー科

かしま産婦人科 足利市鹿島町501-1 0284-65-0341 産婦人科

鹿島整形外科 足利市鹿島町506 0284-62-7881 整形外科・麻酔科・リウマチ科・放射線科・リハビリテーション科

鹿島内科 足利市鹿島町505 0284-62-1000 内科・整形外科・放射線科・麻酔科・リハビリテーション科
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足利赤十字病院 登録医（足利市）

医療機関名称 ﾘｰﾌﾚｯﾄ 住所 電話番号 診療科

柏瀬眼科 足利市相生町386-1 0284-41-6447 眼科・斜視・弱視外来・網膜外来・ロービジョン外来・オルソケラトロジー外来

かめいクリニック 足利市堀込町2760-1 0284-70-6607 内科・消化器内科（内視鏡）・外科・大腸　肛門外科

亀田医院ペインクリニック 足利市朝倉町3-16-5 0284-72-2233 麻酔科・内科

亀山産婦人科医院 足利市大門通2374-1 0284-43-0333 産婦人科

きねぶちクリニック 足利市元学町830-3 0284-42-8200 循環器内科・内科・消化器内科

行德整形外科クリニック 足利市福居町182 0284-70-6868 整形外科

くさの小児科 足利市上渋垂町338-3 0284-73-7000 小児科

こどもクリニックしまむら 足利市田中町908-4 0284-70-8117 小児科

小林内科 足利市堀込町189-1 0284-70-3022 糖尿病

小松原ペインクリニック 足利市南大町451-1 0284-70-1374 内科・麻酔科・皮膚科・リハビリテーション科

こんのクリニック 足利市福居町506-1 0284-73-0860 内科・外科・泌尿器科・リウマチ科

さ さくら通りクリニック 足利市田所町1102-1 0284-64-8033 心療内科・小児心療科・精神科・児童精神科・老年精神科

三瓶医院 足利市大町11-12 0284-41-0066 内科

柴田クリニック 足利市千歳町67 0284-43-2330 内科・循環器科・皮膚科

昌平町こどもクリニック 足利市昌平町2368 0284-40-1225 小児科

新山クリニック 足利市新山町2256 0284-42-1881 消化器科・内科・泌尿器科

鈴木病院 足利市栄町1-3412 0284-21-2854 内科・整形外科・リハビリテーション科

すながクリニック 足利市八椚町494-1 0284-44-7211 内科・リハビリテーション科

整形外科かないクリニック 足利市葉鹿南町13-9 0284-62-6267 整形外科・リウマチ科・リハビリテーション科

関内科医院 足利市利保町3丁目7-1 0284-44-0880 内科・神経内科・循環器科

た 田村レディスクリニック 足利市江川町3丁目13-3 0284-43-3006 産婦人科

筑波医院 足利市羽刈町57 0284-71-1633 消化器科・内科・循環器科

てらうち内科小児科医院 足利市葉鹿町1丁目31-27 0284-64-1133 小児科

ときたクリニック 足利市江川町2丁目13-5 0284-42-3323 内科・呼吸器科・消化器科・循環器科

栃木産科婦人科医院 足利市錦町14 0284-41-3378 産婦人科

冨田内科医院 足利市錦町45-1 0284-41-5405
内科・呼吸器内科・循環器内科・心療内科・胃腸内科・肝臓　消化器内科

糖尿病　代謝内科・アレルギー科・泌尿器科・皮膚科

富谷耳鼻咽喉科医院 足利市大橋町1-1828 0284-43-0557 耳鼻咽喉科

な 長﨑病院 足利市伊勢町1-4-7 0284-41-2230 内科・外科・整形外科・泌尿器科

なかたクリニック 足利市借宿町558 0284-73-6760 泌尿器科・内科・皮膚科

なかみがわ内科・小児科クリニック 足利市八幡町1丁目7-1 0284-70-0511 内科・小児科

中谷医院 足利市通2丁目2646-1 0284-41-3591 内科・循環器内科・神経内科・消化器内科・心療内科

中山内科医院 足利市通2丁目2739 0284-21-6495 糖尿病・内分泌科・内科

西田医院 足利市小俣町1789-1 0284-65-0088 内科・呼吸器科・循環器科・消化器科・小児科・整形外科

は はじか外科内科 足利市葉鹿町1-16-2 0284-64-8437 外科・内科・肛門外科・内視鏡・健康診断

平沢内科医院 足利市緑町1丁目5-2 0284-21-3567 内科・消化器内科・呼吸器内科・循環器内科

深井眼科医院 足利市通4丁目2796 0284-21-2811 眼科

深澤医院 足利市借宿町311 0284-71-0376 内科

福地医院 足利市西新井町3178 0284-71-2161 内科・消化器科・神経科

ふじさわみみはなのどクリニック 足利市葉鹿町324-5 0284-65-1387 耳鼻咽喉科・気管食道科

伏島医院 足利市里矢場町1985-2 0284-71-3010 小児科・内科
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足利赤十字病院 登録医（足利市）

医療機関名称 ﾘｰﾌﾚｯﾄ 住所 電話番号 診療科

伏島クリニック 足利市朝倉町3丁目3-1 0284-70-3085 肛門外科・胃腸科

堀江皮フ科クリニック 足利市堀込町92-1 0284-72-1117 皮膚科

本庄記念病院 足利市堀込町2859 0284-73-1199 外科・整形外科・内科・小児科・皮膚科

ま 前沢病院 足利市福居町1210 0284-71-3191 精神科・老年精神科・心療内科・内科

増田医院 足利市上渋垂町72 0284-72-5288 内科・神経内科・心療内科

みくりや整形外科 足利市島田町822-6 0284-73-7373 整形外科・リウマチ科・リハビリテーション科

みどり眼科クリニック 足利市千歳町30-8 0284-43-2340 眼科

皆川病院 足利市多田木町1168-1 0284-91-2188 外科・内科・消化器外科・消化器内科・ 肛門外科

みなみ眼科 足利市福居町184-1 0284-72-3730 眼科

や 柳田医院 足利市福居町589 0284-71-2301 内科・外科・小児科・皮膚科・泌尿器科

山浦内科医院 足利市五十部町1256-5 0284-21-6653 内科・小児科・皮膚科

山川ゆい診療所 足利市山川88-7 0284-22-3651 内科

ゆはし医院 栃木県足利市大町12-2 0284-40-1500 内科・消化器内科

横山皮膚科医院 足利市伊勢町3丁目8-14 0284-41-3913 皮膚科

わ わたなべ整形外科 足利市寿町9-28 0284-43-2772 整形外科・内科・リウマチ内科・美容皮膚科・リハビリテーション科・麻酔科

両毛クリニック 足利市中川町3546-5 0284-72-5522 内科・腎臓内科・糖尿病内科
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