
別表３
【慢性合併症治療を担う医療機関】

【糖尿病網膜症治療を担う医療機関】 【糖尿病網膜症治療を担う医療機関】
国際医療福祉大学病院（那須塩原市） 上都賀総合病院（鹿沼市）

伊野田眼科クリニック（那須塩原市） つつみ眼科クリニック（鹿沼市）

大原クリニック（那須塩原市） 吉沢眼科医院（鹿沼市）

国際医療福祉大学塩谷病院（矢板市） 今市病院（日光市）

かとう眼科（さくら市） 日光市民病院（日光市）

はやさか眼科（さくら市） 見龍堂クリニックかわせみ（日光市）

早坂眼科医院（さくら市）

たかはし眼科（高根沢町）

那須南病院（那須烏山市） 【糖尿病腎症治療を担う医療機関】
高野病院（那珂川町） 御殿山病院（鹿沼市）

竹村内科腎クリニック（鹿沼市）

【糖尿病腎症治療を担う医療機関】 今市病院（日光市）

那須赤十字病院（大田原市） 獨協医科大学日光医療センター（日光市）

菅間記念病院（那須塩原市） 日光市民病院（日光市）

国際医療福祉大学病院（那須塩原市）

尾形クリニック那須（那須塩原市）

渡部医院（那須塩原市） 【糖尿病神経障害治療を担う医療機関】
尾形クリニック（矢板市） 上都賀総合病院（鹿沼市）

黒須病院（さくら市） 御殿山病院（鹿沼市）

那須南病院（那須烏山市） 竹村内科腎クリニック（鹿沼市）

今市病院（日光市）

【糖尿病神経障害治療を担う医療機関】 獨協医科大学日光医療センター（日光市）

那須赤十字病院（大田原市） 塩野室診療所（日光市）

那須中央病院（大田原市）

菅間記念病院（那須塩原市）

国際医療福祉大学病院（那須塩原市）

尾形クリニック那須（那須塩原市）

なすのクリニック（那須塩原市）

渡部医院（那須塩原市）

国際医療福祉大学塩谷病院（矢板市）

尾形クリニック（矢板市）

黒須病院（さくら市）

大和田内科（塩谷町）

那須南病院（那須烏山市）
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別表３
【慢性合併症治療を担う医療機関】

【糖尿病網膜症治療を担う医療機関】 【糖尿病網膜症治療を担う医療機関】
宇都宮記念病院（宇都宮市） 芳賀赤十字病院（真岡市）

宇都宮東病院（宇都宮市） いのき眼科クリニック（真岡市）

国立病院機構栃木医療センター（宇都宮市） 原眼科医院（真岡市）

済生会宇都宮病院（宇都宮市） 関本眼科医院（市貝町）

原眼科病院（宇都宮市）

旭眼科内科クリニック（宇都宮市）

いばらき眼科クリニック（宇都宮市） 【糖尿病腎症治療を担う医療機関】
江曽島眼科医院（宇都宮市） 芳賀赤十字病院（真岡市）

おおくぼ眼科（宇都宮市） 福田記念病院（真岡市）

浜田眼科医院（宇都宮市） 真岡病院（真岡市）

福島眼科医院（宇都宮市） 桜井内科医院（真岡市）

ほり眼科クリニック（宇都宮市） 二宮中央クリニック（真岡市）

宮下眼科医院（宇都宮市） 二宮中央腎・健診クリニック（真岡市）

真岡くまくら診療所（真岡市）

【糖尿病腎症治療を担う医療機関】
宇都宮中央病院（宇都宮市） 【糖尿病神経障害治療を担う医療機関】
宇都宮東病院（宇都宮市） 芳賀赤十字病院（真岡市）

済生会宇都宮病院（宇都宮市） 福田記念病院（真岡市）

比企病院（宇都宮市） 真岡病院（真岡市）

宇都宮腎・内科・皮膚科クリニック（宇都宮市） 小林診療所（真岡市）

御殿山クリニック（宇都宮市） 二宮中央腎・健診クリニック（真岡市）

冨塚メディカルクリニック（宇都宮市）

中川内科クリニック（宇都宮市）

目黒医院（宇都宮市）

【糖尿病神経障害治療を担う医療機関】
飯田病院（宇都宮市）

宇都宮中央病院（宇都宮市）

宇都宮東病院（宇都宮市）

済生会宇都宮病院（宇都宮市）

あおい内科小児科クリニック（宇都宮市）

青木医院（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）

金子内科医院（宇都宮市）

御殿山クリニック（宇都宮市）

つるたfamilyクリニック（宇都宮市）

冨塚メディカルクリニック（宇都宮市）

内科・小児科加瀬医院（宇都宮市）

緑の郷佐々木クリニック（宇都宮市）

やたがい内科クリニック（宇都宮市）
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別表３
【慢性合併症治療を担う医療機関】

【糖尿病網膜症治療を担う医療機関】 【糖尿病網膜症治療を担う医療機関】
とちぎメディカルセンターしもつが（栃木市） 足利赤十字病院（足利市）

青木眼科医院（栃木市） 浅原眼科クリニック（足利市）

高橋眼科（栃木市） 井岡眼科医院（足利市）

獨協医科大学病院（壬生町） 鹿島眼科（足利市）

光南病院（小山市） 柏瀬眼科（足利市）

新小山市民病院（小山市） みなみ眼科（足利市）

城南眼科クリニック（小山市） 佐野厚生総合病院（佐野市）

石橋総合病院（下野市） 佐野市民病院（佐野市）

自治医科大学附属病院（下野市） ありさわ眼科クリニック（佐野市）

大柳内科・眼科（下野市） 大野眼科クリニック（佐野市）

たかはし眼科クリニック（下野市） 佐野西村眼科クリニック（佐野市）

野木病院（野木町） 松島眼科医院（佐野市）

【糖尿病腎症治療を担う医療機関】 【糖尿病腎症治療を担う医療機関】
とちぎメディカルセンターしもつが（栃木市） 足利赤十字病院（足利市）

西方病院（栃木市） 足利第一病院（足利市）

こひらメディカルクリニック（栃木市） 長﨑病院（足利市）

わたらせ在宅診療所（栃木市） 両毛クリニック（足利市）

獨協医科大学病院（壬生町） 佐野厚生総合病院（佐野市）

小林内科クリニック（壬生町） 佐野市民病院（佐野市）

光南病院（小山市）

新小山市民病院（小山市）

小山すぎの木クリニック（小山市） 【糖尿病神経障害治療を担う医療機関】
石橋総合病院（下野市） 長﨑病院（足利市）

小金井中央病院（下野市） 小林内科（足利市）

自治医科大学附属病院（下野市） 佐野厚生総合病院（佐野市）

グリーンタウンクリニック（下野市） 佐野市民病院（佐野市）

野木病院（野木町）

【糖尿病神経障害治療を担う医療機関】
とちぎメディカルセンターしもつが（栃木市）

あまがい内科医院（栃木市）

熊倉医院（栃木市）

わたらせ在宅診療所（栃木市）

獨協医科大学病院（壬生町）

大久保クリニック（壬生町）

グリーンクリニック（壬生町）

光南病院（小山市）

小山イーストクリニック（小山市）

小山すぎの木クリニック（小山市）

永山医院（小山市）

藤原クリニック（小山市）

船田内科外科医院（小山市）

自治医科大学附属病院（下野市）

グリーンタウンクリニック（下野市）

新島内科クリニック（下野市）

川嶌内科小児科クリニック（上三川町）

いなば内科クリニック（野木町）

県
南
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