
足利赤十字病院 登録医（佐野市）

医療機関名称 ﾘｰﾌﾚｯﾄ 住所 電話番号 診療科

あ 相田婦人科内科医院 佐野市栃本町1760 0283-62-0016 婦人科・内科

秋山内科医院 佐野市大和町2587-2 0283-24-6556 内科、胃腸科

ありさわ眼科クリニック 佐野市堀米町3956-3 0283-24-0050 眼科

板橋医院 佐野市犬伏新町1308-2 0283-21-5335 内科・消化器内科・小児科

江面外科胃腸科医院 佐野市天神町797 0283-22-0974 内科・胃腸科・外科・皮膚科

大野眼科クリニック 佐野市赤坂町948-1 0283-23-0381 眼科

岡産婦人科医院 佐野市久保町110-1 0283-23-9118 産婦人科・小児科・内科

岡田こどもクリニック 佐野市植上町1408-2 0283-20-5552 小児科

小倉医師会通りクリニック 佐野市植上町1752-2 0283-27-2775 乳腺・消化器科

小島内科医院 佐野市赤坂町975-18 0283-27-0511 消化器科・肝臓

おぬき内科クリニック 佐野市並木町1441-4 0283-20-5080 内科・循環器科

か 加藤クリニックプラザ 佐野市浅沼町870-2 0283-21-3377 内科・消化器科・外科・肛門科

神永皮膚科医院 佐野市亀井町2608 0283-24-1219 皮膚科

亀田医院 佐野市村上町111-1 0283-22-6045 内科・消化器科・整形外科・小児科・リハビリテーション科

くすのき整形外科 佐野市金屋仲町2420 0283-23-2277 整形外科・リハビリテーション科

くまいクリニック 佐野市田沼町732 0283-62-0014 内科・小児科

黒田整形外科医院 佐野市伊勢山町1798-3 0283-24-8355 整形外科

こばやしファミリークリニック 佐野市多田町565-1 0283-85-9900 内科・外科・小児科・リハビリテーション科

さ 齋藤耳鼻咽喉科医院 佐野市相生町200-27 0283-22-1035 耳鼻咽喉科

齋藤内科医院 佐野市相生町24-1 0283-22-0524 消化器内科（胃腸科）・循環器科・呼吸器科・神経内科・アレルギー科

さかい皮フ科クリニック 佐野市浅沼町847 0283-22-3322 皮膚科・形成外科

佐野市国民健康保険常盤診療所 佐野市仙波町77 0283-85-3009 内科・小児科・皮膚科・心療内科・漢方　禁煙外来・総合健診

佐野市国民健康保険氷室診療所 佐野市水木町892 0283-87-0034 内科

佐野市民病院 佐野市田沼町1832-1 0283-62-5111

内科・循環器内科・呼吸器内科・消化器内科・消化器外科・脳神経外科・小児科

婦人科・眼科・皮膚科・泌尿器科・耳鼻咽喉科・リハビリテーション科・整形外科

放射線科・外科・血管外科・乳腺外科・診療内科

佐野利根川橋クリニック 佐野市高萩1315-6 0283-27-8282 内科・外科・消化器内科・泌尿器科・透析

佐野西村眼科クリニック 佐野市浅沼町850 0283-24-6015 眼科

志賀クリニック 佐野市赤見町3152 0283-25-3222 内科、漢方、糖尿病、在宅医療

清水整形外科クリニック 佐野市田沼町894-1 0283-61-1515 整形外科・リウマチ科・リハビリテーション科

城山公園すずきクリニック 佐野市久保町263 0283-22-0195 産婦人科・内科

すがやクリニック 佐野市小中町1255-1 0283-20-8850 泌尿器科・内科

鈴木内科クリニック 佐野市浅沼町50-2 0283-23-0117 内科・循環器科

関谷内科胃腸科医院 佐野市堀米町602-20 0283-20-1666 内科・胃腸科

蘇原医院 佐野市葛生東1-6-15 0283-84-1230 内科・外科・小児科・アレルギー科・消化器内科・リハビリテーション科

た 匠レディースクリニック 佐野市奈良渕町339-25 0283-21-0003 産婦人科

竹石内科クリニック 佐野市高萩町1216-1 0283-27-0788 内科・リウマチ科・アレルギー科

土屋小児科 佐野市亀井町2639 0283-22-1331 小児科

坪水医院 佐野市栃本町2241 0283-62-0265 呼吸器科

富田内科クリニック 佐野市上台町2093-6 0283-23-5675 消化器外科・肛門科・皮膚・呼吸器科

な 長島医院 佐野市葛生東1-10-27 0283-84-1108 内科・外科・胃腸科・整形外科・麻酔科・リハビリテーション科・歯科
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http://arisawa-ganka-clinic.jp/
http://www.oono-ganka-clinic.or.jp/
https://www.okasanfujinka.or.jp/
https://www.ishikaitori-clinic.com/
http://kamikame2608.byoinnavi.jp/pc/
http://www.kamedaiin.com/
http://kobayashi-fcl.com/
http://www.saito-naika.jp/
https://www.sakai-hifuka.jp/
http://www.sanoshimin-hp.net/
http://www.nishimura-ganka.com/
http://shimizu-clinic.org/
http://suzuki-obgy.com/
http://sugaya-clinic.net/
http://www.takumi-lc.com/
https://www.takeishi-naika.com/
http://tsuchiya-shounika.jp/
https://itp.ne.jp/info/096793430100000899/
http://www.ashikaga.jrc.or.jp/files/libs/2831/202002131543056599.pdf
http://www.ashikaga.jrc.or.jp/files/libs/2832/202002131543179044.pdf
http://www.ashikaga.jrc.or.jp/files/libs/2830/202002131543047276.pdf
http://www.ashikaga.jrc.or.jp/files/libs/2829/202002131543047414.pdf
http://www.ashikaga.jrc.or.jp/files/libs/2828/202002131543036928.pdf
http://www.ashikaga.jrc.or.jp/files/libs/2827/202002131543037771.pdf
http://www.ashikaga.jrc.or.jp/files/libs/2818/202002131542353607.pdf
http://www.ashikaga.jrc.or.jp/files/libs/2817/202002131542347221.pdf
http://www.ashikaga.jrc.or.jp/files/libs/2816/202002131542334283.pdf
http://www.ashikaga.jrc.or.jp/files/libs/2815/202002131542337540.pdf
http://www.ashikaga.jrc.or.jp/files/libs/2813/2020021315423130.pdf
http://www.ashikaga.jrc.or.jp/files/libs/2812/202002131542308584.pdf
http://www.ashikaga.jrc.or.jp/files/libs/2811/202002131542169022.pdf
http://www.ashikaga.jrc.or.jp/files/libs/2810/202002131542157068.pdf
http://www.ashikaga.jrc.or.jp/files/libs/2809/202002131542149127.pdf
http://www.ashikaga.jrc.or.jp/files/libs/2808/20200213154214209.pdf
http://www.ashikaga.jrc.or.jp/files/libs/2807/202002131542137546.pdf
http://www.ashikaga.jrc.or.jp/files/libs/2806/202002131542124070.pdf
http://www.ashikaga.jrc.or.jp/files/libs/2805/202002131542116645.pdf
http://www.ashikaga.jrc.or.jp/files/libs/2804/202002131542112505.pdf
http://www.ashikaga.jrc.or.jp/files/libs/2803/202002131542103157.pdf
http://www.ashikaga.jrc.or.jp/files/libs/2802/202002131542078884.pdf


足利赤十字病院 登録医（佐野市）

医療機関名称 ﾘｰﾌﾚｯﾄ 住所 電話番号 診療科

のしろクリニック 佐野市石塚町2398 0283-26-0071 内科・循環器科・内分泌内科・糖尿病・代謝科・消化器科・小児科

は 馬場医院 佐野市君田町35 0283-21-2323 内科・循環器科・皮膚科・透析

平野外科醫院 佐野市赤坂町68 0283-22-0602 皮膚科・形成外科・内科・泌尿器科・外科

藤田整形外科医院 佐野市相生町199 0283-23-5151 整形外科

ほだかクリニック 佐野市北茂呂町10-3 0283-24-8333 内科・外科・胃腸科・皮膚科・泌尿器科

ほりごめクリニック 佐野市堀米町3952-1 0283-25-8006 内科・循環器内科

ま ますだトータルケアクリニック 佐野市富岡超753 0283-86-9933 内科・小児科・循環器内科・呼吸器内科・アレルギー科・透析

増田内科医院 佐野市高砂町90 0283-22-0508 内科・消化器内科

丸山レディースクリニック 佐野市浅沼町804-3 0283-22-0022 産婦人科・内科

緑の屋根診療所 佐野市堀米町1348-5 0283-20-2577 内科・小児科・整形外科・リハビリテーション科

や ヤマト医院 佐野市大和町2600 0283-24-6188 内科・消化器科・外科・皮膚科・泌尿器科・肛門科

山中クリニック 佐野市植下町2468 0283-24-8060 内科・小児科

よこづかハートクリニック 佐野市堀米町3913-11 0283-26-7230 内科・循環器内科

柳川小児科医院 佐野市赤坂町186 0283-22-0516 小児科・アレルギー科

吉田耳鼻咽喉科クリニック 佐野市浅沼町848-1 0283-27-3387 耳鼻咽喉科

米山内科クリニック 佐野市犬伏新町2060 0283-22-5100 内科

ら 両毛病院 佐野市堀米町1648 0283-22-6150 心療内科・精神科・内科

わ 若林胃腸科医院 佐野市富岡町1655-1 0283-24-5008 消化器科

綿引クリニック 佐野市奈良渕町325-15 0283-24-5511 内科・循環器科・消化器科
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https://www.fujita-ortho.com/
http://hodakakai.nobody.jp/
https://itp.ne.jp/info/090300606104251880/
https://masuda-tc.com/
http://www.maruyama-ladys.com/
http://midorinoyane.com/
http://www.yokozuka.net/yokozukahc/Home.html
https://itp.ne.jp/info/099468230100000899/
http://ryoumoubyouin.jp/
http://www.ashikaga.jrc.or.jp/files/libs/2835/202002131543192633.pdf
http://www.ashikaga.jrc.or.jp/files/libs/2834/202002131543192112.pdf
http://www.ashikaga.jrc.or.jp/files/libs/2826/202002131543025503.pdf
http://www.ashikaga.jrc.or.jp/files/libs/2825/202002131543018120.pdf
http://www.ashikaga.jrc.or.jp/files/libs/2824/202002131543005527.pdf
http://www.ashikaga.jrc.or.jp/files/libs/2823/202002131543007035.pdf
http://www.ashikaga.jrc.or.jp/files/libs/2822/202002131542589198.pdf
http://www.ashikaga.jrc.or.jp/files/libs/2821/202002131542384963.pdf
http://www.ashikaga.jrc.or.jp/files/libs/2820/202002131542369663.pdf
http://www.ashikaga.jrc.or.jp/files/libs/2819/2020021315423524.pdf
http://www.ashikaga.jrc.or.jp/files/libs/4005/202202140934151695.pdf

