禁煙外来実施医療機関一覧 【県南地区】
（出展：日本禁煙学会「禁煙治療に保険が使える医療機関情報」2020.2.1現在）
＊詳細は各医療機関にお問い合わせください。

医療機関名

市町

住

所

電話番号

1 医療法人 野崎医院

栃木市

入舟町14‐3

0282-24-4809

2 医療法人仁佑会 山門クリニック

栃木市

日ノ出町6-35

0282-22-0765

3 えぐち内科クリニック

栃木市

錦町9-5

0282-20-2255

4 大島医院

栃木市

片柳町1-17-19

0282-23-2116

5 医療法人社団 大門内科医院

栃木市

大町27-24

0282-24-8131

6 医療法人 河口医院

栃木市

錦町6-12

0282-22-5752

7 こばやしクリニック

栃木市

箱森町51-40

0282-25-8300

8 医療法人 中元内科医院

栃木市

今泉町2-10-18

0282-27-2325

9 好生医院

栃木市

倭町2-25

0282-22-0317

10 医療法人社団翠会 田村医院

栃木市

大字西水代1835-1

0282-43-3368

11 なかつぼクリニック

栃木市

箱森町36-2

0282-20-5252

12 箕輪内科

栃木市

嘉右衛門町10-6

0282-23-5588

13 大平ファミリークリニック

栃木市

大平町冨田5-229

0282-43-7500

14 わたなべ内科・循環器科クリニック

栃木市

野中町625-1

0282-21-7528

15 医療法人社団慈厚会 船越医院

栃木市

都賀町家中5986-6

0282-27-5763

16 西方病院

栃木市

西方町金崎273-3

0282-92-2323

17 医療法人あまがい内科医院

栃木市

岩舟町下津原189-2

0282-55-7811

18 医療法人社団信証会 江田クリニック

栃木市

岩舟町小野寺2575-7

0282-57-1234

19 医療法人聖生会 松永医院

栃木市

岩舟町古江98

0282-55-8869

20 医療法人弘友会 関口医院

栃木市

泉町21-3

0282-25-2223

21 とちぎメディカルセンターしもつが

栃木市

大平町川連420-1

0282-22-2551

22 医療法人 木水会 小松原医院

栃木市

岩舟町静550-2

0282-55-2026

23 あおき耳鼻咽喉科医院

栃木市

大平町新1474-1

0282-43-3387

24 いすゞ自動車株式会社栃木診療所
※従業員の方のみの利用となります。

栃木市

大平町伯仲2691

0282-43-1811

25 金子内科医院

栃木市

吹上町1642-1

0282-25-6031

26 すずきクリニック

栃木市

沼和田町10-12

0282-20-2200

27 腰塚医院

栃木市

藤岡町1845-10

0282-62-2072

28 医療法人渓仁会 城南クリニック

小山市

西城南2-18-7

0285-28-7780

29 医療法人 川村内科医院

小山市

駅南町5-16-8

0285-28-1332

30 医療法人 小山イーストクリニック

小山市

駅東通り1-32-1

0285-24-2200

31 トータルクリニック寺門医院

小山市

駅南町1-17-18

0285-27-9776

32 医療法人志楽会 星内科医院

小山市

喜沢字海道東399-4

0285-22-3283

33 医療法人社団星野会 星野胃腸科外科医院

小山市

粟宮745-1

0285-25-3533

34 おだ内科クリニック

小山市

羽川524-4

0285-24-5588

35 医療法人大樹会 サンフラワークリニック

小山市

出井1935-1

0285-22-1920

36 医療法人あい ハンディクリニック

小山市

西城南6-8-19

0285-28-6777

37 高岩内科医院

小山市

駅東通り2-38-13

0285-22-0170

38 医療法人社団章仁会 船田内科外科医院

小山市

大字松沼578

0285-37-0010

39 とみやまクリニック

小山市

城北6-26-5

0285-38-8688

40 森岡内科小児科医院

小山市

乙女1-28-1

0285-45-7002

41 おぐら内科・腎クリニック

小山市

大字雨ヶ谷24

0285-39-6505

42 新小山市民病院

小山市

大字神鳥谷2251-1

0285-36-0200

43 関医院

小山市

中久喜5-2-1

0285-22-0285

44 医療法人社団聖医会 ことうだ腎クリニック

下野市

駅東5-13-16

0285-44-8345

45 小金井中央病院

下野市

小金井2-4-3

0285-44-7000

46 医療法人青翠会 若草クリニック

下野市

緑2-3291-1

0285-40-0123

47 学校法人自治医科大学 自治医科大学附属病院

下野市

薬師寺3311-1

0285-44-2111

48 佐藤内科

下野市

石橋839-14

0285-53-1305

49 医療法人杏仁会 海老原医院

下野市

小金井5-26-10

0285-44-0163

50 石橋総合病院
※火曜日PMのみ実施。要予約

下野市

下古山1-15-4

0285-53-1134

51 国分寺さくらクリニック

下野市

小金井777-1

0285-40-0203

52 藤沼医院

0285-53-7105

上三川町 梁347

53 おもちゃのまち内科クリニック

壬生町

幸町2-11-2

0282-86-1517

54 荒川内科クリニック

壬生町

安塚1184-10

0282-86-0501

55 高橋とおるクリニック

壬生町

寿町5-3

0282-25-5881

56 学校法人獨協学院 獨協医科大学病院

壬生町

大字北小林880

0282-86-1111

57 にしやま内科クリニック

壬生町

安塚下原765-15

0282-86-6000

58 福井セントラルクリニック

壬生町

おもちゃのまち2-4-8

0282-86-6624

59 はしもとクリニック

壬生町

駅東町5-6

0282-21-7300

60 医療法人裕智会 大橋内科クリニック

壬生町

大字福和田1003-1

0282-82-8522

61 小林内科クリニック

壬生町

大字安塚字西南原793-1

0282-86-8039

いなば内科クリニック
62 医療法人康仁会
※要予約

野木町

丸林583-3

0280-57-0770

63 医療法人岩崎医院

野木町

佐川野1806-１

0280-56-0280

作成：県南健康福祉センター健康対策課

