１１－１ 在宅医療に関する機能別医療機関：病院・診療所（令和２（2020）年11月現在）
構成市町

那須
大田原市
在宅医療圏 那須塩原市
那須町

県
北
保
健
医
療
圏

退院支援
日常の療養支援
急変時の対応
在宅での看取り

在宅医療において積極的役割を担う医療機関
かかりつけ医療機関

在宅療養支援に係る医療機関

那須中央病院（大田原市）

鎌田浅香医院（大田原市）

鎌田浅香医院（大田原市）

小林内科外科医院（大田原市）

小林内科外科医院（大田原市）

高橋医院（大田原市）
菅間在宅診療所（那須塩原市）

高橋医院（大田原市）
菅間在宅診療所（那須塩原市）
三森医院（那須塩原市）

三森医院（那須塩原市）
あしのメディカルクリニック（那須町）

あしのメディカルクリニック（那須町）
塩谷
矢板市
在宅医療圏 さくら市
塩谷町
高根沢町

尾形クリニック（矢板市）

尾形クリニック（矢板市）

黒須病院（さくら市）

にし内科ハートクリニック（さくら市）

にし内科ハートクリニック（さくら市）
中津川循環器科内科クリニック（高根沢町）

南那須
那須烏山市
在宅医療圏 那珂川町

県
西
保
健
医
療
圏

鹿沼
鹿沼市
在宅医療圏

竹村内科腎クリニック（鹿沼市）

日光
日光市
在宅医療圏

今市病院（日光市）

岡医院（日光市）

獨協医科大学日光医療センター（日光市）
日光市民病院（日光市）
岡医院（日光市）
見龍堂医療福祉総合クリニック（日光市）
見龍堂クリニックかわせみ（日光市）
塩野室診療所（日光市）

宇都宮
宇都宮市
在宅医療圏

宇
都
宮
保
健
医
療
圏

済生会宇都宮病院（宇都宮市）
柴病院（宇都宮市）

白澤病院（宇都宮市）

白澤病院（宇都宮市）
いちはらファミリークリニック（宇都宮市）

うつのみや痛みのクリニック（宇都宮市）
金子内科医院（宇都宮市）

うつのみや痛みのクリニック（宇都宮市）
金子内科医院（宇都宮市）

さつきホームクリニック（宇都宮市）
てらだファミリークリニック（宇都宮市）

乾林堂医院（宇都宮市）

ひばりクリニック（宇都宮市）

佐々木クリニック（宇都宮市）

みやの杜クリニック（宇都宮市）

さつきホームクリニック（宇都宮市）
てらだファミリークリニック（宇都宮市）

村井クリニック（宇都宮市）

いちはらファミリークリニック（宇都宮市）

豊郷台クリニック（宇都宮市）

内科・小児科 加瀬医院（宇都宮市）
ひばりクリニック（宇都宮市）
みやの杜クリニック（宇都宮市）
村井クリニック（宇都宮市）
豊郷台クリニック（宇都宮市）

県 芳賀
東 在宅医療圏
療
保
圏
健
医
栃木
在宅医療圏

真岡市
益子町
茂木町
市貝町
芳賀町
栃木市
壬生町

真岡病院（真岡市）
病院又は診療所 真岡中央クリニック（真岡市）
真岡西部クリニック（真岡市）

真岡中央クリニック（真岡市）
真岡西部クリニック（真岡市）
さくらホームクリニック益子（益子町）

さくらホームクリニック益子（益子町）
とちぎメディカルセンターとちのき（栃木市）

とちぎメディカルセンターとちのき（栃木市）

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）

あまがい内科医院（栃木市）

蔵の街診療所（栃木市）

蔵の街診療所（栃木市）

腰塚医院（栃木市）

腰塚医院（栃木市）

田村医院（栃木市）

小松原医院（栃木市）

大橋内科クリニック（壬生町）

田村医院（栃木市）

佐藤医院（壬生町）

よこやま内科小児科クリニック（栃木市）

前原医院（壬生町）

大橋内科クリニック（壬生町）
県
南
保
健
医
療
圏

大久保クリニック（壬生町）
佐藤医院（壬生町）
前原医院（壬生町）
小山
小山市
在宅医療圏 下野市
上三川町
野木町

星野病院（小山市）

新小山市民病院（小山市）

おやま城北クリニック（小山市）

星野病院（小山市）

関医院（小山市）

おやま城北クリニック（小山市）

ソフィアホームケアクリニック（小山市）

関医院（小山市）

船田内科外科医院（小山市）

ソフィアホームケアクリニック（小山市）

ハンディクリニック（小山市）

ハンディクリニック（小山市）

大栗内科（下野市）

大栗内科（下野市）

島田クリニック（下野市）

島田クリニック（下野市）

つるかめ診療所（下野市）

つるかめ診療所（下野市）

新島内科クリニック（下野市）

新島内科クリニック（下野市）

石川医院（上三川町）

石川医院（上三川町）
野木病院（野木町）

足利
足利市
在宅医療圏

両
毛
保
健
医
療
圏

うるしばらクリニック（足利市）

うるしばらクリニック（足利市）

こんのクリニック（足利市）

関内科医院（足利市）

関内科医院（足利市）

冨田内科医院（足利市）

冨田内科医院（足利市）

中谷医院（足利市）

なかたクリニック（足利市）

西田医院（足利市）

中谷医院（足利市）
西田医院（足利市）
佐野
佐野市
在宅医療圏

佐野厚生総合病院（佐野市）

小倉医師会通りクリニック（佐野市）

佐野市民病院（佐野市）

亀田医院（佐野市）

小倉医師会通りクリニック（佐野市）

長島医院（佐野市）

亀田医院（佐野市）
関谷内科胃腸科医院（佐野市）
長島医院（佐野市）

１１－２ 在宅医療に関する機能別医療機関：訪問看護ステーション（令和２（2020）年11月現在）
構成市町

退院支援
日常の療養支援
急変時の対応
在宅での看取り

那須
大田原市
在宅医療圏 那須塩原市
那須町

在宅医療において積極的役割を担う医療機関
在宅療養支援に係る医療機関
（機能強化型訪問看護ステーション）

かかりつけ医療機関
さくら訪問看護ステーション（大田原市）

那須赤十字訪問看護ステーション（大田原市）

訪問看護ステーションゆりの木（大田原市）
那須赤十字訪問看護ステーション（大田原市）
社会医療法人博愛会ほほえみ訪問看護ステーション（那須塩原市）
西那須野マロニエ訪問看護ステーション（那須塩原市）

県
北
保
健
医
療
圏

県
西
保
健
医
療
圏

訪問看護ステーション那須（那須塩原市）
訪問看護ステーションつぼみ（那須塩原市）
なすの訪問看護ステーション（那須塩原市）
訪問看護ステーションりんりん（那須町）
塩谷
矢板市
在宅医療圏 さくら市
塩谷町
高根沢町
南那須
那須烏山市
在宅医療圏 那珂川町

訪問看護ステーションやいた（矢板市）
訪問看護ステーション卯の郷（さくら市）

とちぎ訪問看護ステーションたかねざわ（高根沢町）

訪問看護ステーションこころの和（那須烏山市）

訪問看護ステーションあい（那須烏山市）

鹿沼
鹿沼市
在宅医療圏

ニチイケアセンター鹿沼訪問看護ステーション（鹿沼市）
訪問看護ステーション鹿沼（鹿沼市）
WADEWADE訪問看護ステーション鹿沼（鹿沼市）
訪問看護ステーション るりの里（鹿沼市）

日光
日光市
在宅医療圏

とちぎ訪問看護ステーションいまいち（日光市）

宇都宮
宇都宮市
在宅医療圏

曙訪問看護ステーション（宇都宮市）

訪問看護ステーションほっと（宇都宮市）

とちぎ訪問看護ステーションうつのみや（宇都宮市）

訪問看護ステーションみやの杜（宇都宮市）

訪問看護ステーション星が丘（宇都宮市）
宮の橋訪問看護ステーション（宇都宮市）
訪問看護ステーションハート（宇都宮市）
アドバンスケア訪問看護ステーション（宇都宮市）
訪問看護ステーションここあ（宇都宮市）

宇
都
宮
保
健
医
療
圏

訪問看護ステーションあるく（宇都宮市）
フレアス訪問看護ステーション宇都宮（宇都宮市）
WADEWADE訪問看護ステーション宇都宮（宇都宮市）
リハビリ訪問看護ステーションライブ（宇都宮市）
さつき訪問看護ステーション（宇都宮市）
訪問看護ステーション花みずき（宇都宮市）
訪問看護
ステーション

うつのみや訪問看護リハビリステーションにこっと（宇都宮市）
訪問看護ステーション風（宇都宮市）
KODOMOTOナースステーションうつのみや（宇都宮市）
訪問看護ステーションさぎそう（宇都宮市）

真岡市
県 芳賀
在宅医療圏
益子町
東
療
茂木町
保
圏
市貝町
健
芳賀町
医
栃木
栃木市
在宅医療圏 壬生町

訪問看護ステーションこすもす（真岡市）

芳賀赤十字訪問看護ステーション（真岡市）

どこでも訪問看護ステーション田野（益子町）

星風会訪問看護ステーション（栃木市）

とちぎ訪問看護ステーションみぶ（壬生町）

訪問看護ステーションオリーブ（栃木市）
とちぎメディカルセンター訪問看護ステーション（栃木市）
フォーチュン・サークル訪問看護リハビリステーション栃木（栃木市）
訪問看護ステーションさくらんぼ（栃木市）

県
南
保
健
医
療
圏

とちぎ訪問看護ステーションみぶ（壬生町）
栃木ソーシャルサービス株式会社訪問看護ステーションこころ（壬生町）
小山
小山市
在宅医療圏 下野市
上三川町
野木町

訪問看護かえりえ小山（小山市）

とちぎ訪問看護ステーションおやま（小山市）

三友訪問看護おやま（小山市）

わくわく訪問看護ステーションおやま（小山市）

訪問看護ステーションつばさ（下野市）

訪問看護ステーション たんぽぽ（野木町）

LC訪問看護リハビリステーション（下野市）
ＷＡＤＥＷＡＤＥ訪問看護ステーション下野（下野市）
訪問看護ステーション たんぽぽ（野木町）
さわやか訪問看護ステーション（野木町）
足利
足利市
在宅医療圏

とちぎ訪問看護ステーションあしかが（足利市）
あおい訪問看護ステーション（足利市）

とちぎ訪問看護ステーションあしかが（足利市）
あおい訪問看護ステーション（足利市）

中央ケアサポート 訪問看護ステーション（足利市）
両
毛
保
健
医
療
圏

訪問看護ステーションあんず（足利市）
足利ケアサービス（足利市）
訪問看護ステーションきずな（足利市）
ライフ訪問看護リハビリステーション（足利市）
佐野
佐野市
在宅医療圏

佐野市医師会訪問看護ステーション（佐野市）
訪問看護ステーションくずの葉（佐野市）
訪問看護リハビリステーションマザーの家（佐野市）
訪問看護ステーションあその郷（佐野市）
フォーチュン・サークル訪問看護リハビリステーション佐野（佐野市）

ＪＡ佐野厚訪問看護ステーションかたくり（佐野市）

１１－３ 在宅医療に関する機能別医療機関：歯科診療所（令和２（2020）年11月現在）
構成市町

退院支援
日常の療養支援
急変時の対応
在宅での看取り

那須
大田原市
在宅医療圏 那須塩原市
那須町
県
北
保
健
医
療
圏

県
西
保
健
医
療
圏

在宅医療において積極的役割を担う医療機関
かかりつけ医療機関

在宅療養支援に係る医療機関
（在宅療養支援歯科診療所、かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所）

みはら歯科医院（大田原市）
礒歯科医院（那須塩原市）
江口歯科医院（那須塩原市）
清水歯科医院（那須塩原市）
たさき歯科（那須塩原市）

塩谷
矢板市
在宅医療圏 さくら市
塩谷町
高根沢町
南那須
那須烏山市
在宅医療圏 那珂川町

西歯科医院（さくら市）

西歯科医院（さくら市）

野中歯科医院（高根沢町）

野中歯科医院（高根沢町）

スマイル歯科（那須烏山市）

スマイル歯科（那須烏山市）

鹿沼
鹿沼市
在宅医療圏

大貫歯科医院（鹿沼市）

大貫歯科医院（鹿沼市）

鹿沼病院附属歯科クリニック（鹿沼市）

小林歯科医院（鹿沼市）

川入歯科医院（鹿沼市）

ファミリー歯科（鹿沼市）

菊地歯科医院（鹿沼市）
小林歯科医院（鹿沼市）
相馬歯科医院（鹿沼市）
田代歯科医院（鹿沼市）
ファミリー歯科（鹿沼市）
日光
日光市
在宅医療圏

荒神橋のだ歯科医院（日光市）

こばやし歯科医院（日光市）

入江デンタルクリニック（日光市）
こばやし歯科医院（日光市）
吉原歯科医院矯正歯科（日光市）

宇都宮
宇都宮市
在宅医療圏

赤沼歯科医院（宇都宮市）

いがらし歯科医院（宇都宮市）

いがらし歯科医院（宇都宮市）

いがらし歯科イーストクリニック（宇都宮市）

いがらし歯科イーストクリニック（宇都宮市）

岩本歯科医院（宇都宮市）

井出歯科医院（宇都宮市）

篠原歯科医院（宇都宮市）

いのまた歯科医院（宇都宮市）

ともえ歯科医院（宇都宮市）

岩本歯科医院（宇都宮市）

松井歯科（宇都宮市）

宇都宮歯科（宇都宮市）

むらかみ歯科医院（宇都宮市）

大柿歯科医院（宇都宮市）

モリシタ歯科医院（宇都宮市）

大野歯科医院（宇都宮市）
おかだ歯科医院（宇都宮市）
笠倉歯科医院（宇都宮市）
かさはら歯科医院（宇都宮市）
きくち歯科医院（宇都宮市）
宇
都
宮
保
健
医
療
圏

菊地歯科医院（宇都宮市）
木村歯科医院（宇都宮市）
小林歯科医院（宇都宮市）
篠原歯科医院（宇都宮市）
高田歯科医院（宇都宮市）
ともえ歯科医院（宇都宮市）
中川歯科医院（宇都宮市）
なかみぞ歯科医院（宇都宮市）
長谷川歯科医院（宇都宮市）
林デンタルオフィス（宇都宮市）
ひやま歯科クリニック（宇都宮市）
ふじしま歯科（宇都宮市）
松井歯科（宇都宮市）
三森歯科医院（宇都宮市）
むらかみ歯科医院（宇都宮市）
モリシタ歯科医院（宇都宮市）
やまのうち歯科医院（宇都宮市）
横塚歯科医院（宇都宮市）
ワカバ歯科診療所（宇都宮市）

県
東
保
健
医
療
圏

芳賀
真岡市
在宅医療圏 益子町
茂木町
市貝町
芳賀町

栁田歯科医院（真岡市）
大塚歯科医院（益子町）
みやした歯科医院（益子町）
水沼歯科医院（茂木町）
市貝歯科医院（市貝町）
小峰歯科医院（市貝町）
今井歯科医院（芳賀町）
なかの歯科矯正歯科クリニックなかのキッズデンタル（芳賀町）

栃木
栃木市
在宅医療圏 壬生町

歯科診療所

石塚歯科医院（栃木市）

植竹歯科医院（栃木市）

今泉歯科医院（栃木市）

おかもと歯科医院（栃木市）

臼井歯科医院（栃木市）

早乙女歯科医院（栃木市）

植竹歯科医院（栃木市）

坂本デンタルクリニック（栃木市）

植原歯科医院（栃木市）

すずき歯科医院（栃木市）

おかもと歯科医院（栃木市）

関根歯科医院（栃木市）

早乙女歯科医院（栃木市）

寺内歯科医院（栃木市）

坂本デンタルクリニック（栃木市）

前橋歯科医院（栃木市）

すずき歯科医院（栃木市）

君島歯科医院（壬生町）

関根歯科医院（栃木市）
寺内歯科医院（栃木市）
根本歯科医院（栃木市）

県
南
保
健
医

林歯科クリニック（栃木市）
前橋歯科医院（栃木市）
県
南
保
健
医
療
圏

君島歯科医院（壬生町）
上野デンタルクリニック（壬生町）
小山
小山市
在宅医療圏 下野市
上三川町
野木町

石川歯科医院（小山市）

岩崎歯科クリニック（小山市）

岩崎歯科クリニック（小山市）

大友歯科医院（小山市）

大友歯科医院（小山市）

長井歯科医院（小山市）

おやまモール歯科（小山市）

海老原歯科医院（下野市）

加賀屋山田歯科（小山市）

どい歯科口腔外科クリニック（下野市）

さかもと歯科医院（小山市）

とみざわ歯科（下野市）

田中歯科医院（小山市）
たむら歯科医院（小山市）
田村歯科医院（小山市）
てつか歯科医院（小山市）
長井歯科医院（小山市）
野村歯科医院（小山市）
柳歯科医院（小山市）
海老原歯科医院（下野市）
どい歯科口腔外科クリニック（下野市）
とみざわ歯科（下野市）
ハラダ歯科医院（下野市）
二階堂歯科医院（上三川町）
足利
足利市
在宅医療圏

阿部歯科医院（足利市）

かわまた歯科医院（足利市）

いもと歯科医院（足利市）

久保田歯科医院（足利市）

柏瀬歯科医院（足利市）

コム中島歯科（足利市）

加藤歯科医院（足利市）

近藤歯科医院（足利市）

かわまた歯科医院（足利市）
久保田歯科医院（足利市）
小林歯科医院（足利市）
コム中島歯科（足利市）
近藤歯科医院（足利市）
さくら歯科（足利市）
田辺歯科医院（足利市）
マキオ歯科医院（足利市）
両
毛
保
健
医
療
圏

真尾歯科医院（足利市）
若林歯科医院（足利市）
佐野
佐野市
在宅医療圏

相田歯科医院（佐野市）

あわのタウン歯科（佐野市）

あわのタウン歯科（佐野市）

おおしま歯科医院（佐野市）

植木歯科医院（佐野市）

ごとう歯科医院（佐野市）

おおしま歯科医院（佐野市）
ごとう歯科医院（佐野市）
こん歯科クリニック（佐野市）
五月女歯科医院（佐野市）
中村歯科医院（佐野市）
橋本歯科医院（佐野市）
長谷川歯科医院（佐野市）
ひまわり歯科医院（佐野市）
藤田歯科医院（佐野市）
三井歯科医院（佐野市）
柳川歯科医院（佐野市）
山口歯科クリニック（佐野市）
湯本歯科医院（佐野市）

１１－４ 在宅医療に関する機能別医療機関：薬局（令和２（2020）年11月現在）
構成市町
那須
大田原市
在宅医療圏 那須塩原市
那須町

県
北
保
健
医
療
圏

退院支援
日常の療養支援
急変時の対応
在宅での看取り

在宅医療において積極的役割を担う医療機関（かかりつけ医療機関）
クオール薬局西那須野店（那須塩原市）

さとう薬局（大田原市）

ひまわり薬局阿波町店（那須塩原市）

とちぎ薬局美原店（大田原市）

まつや薬局（大田原市）

たかばやし薬局（那須塩原市）

やまゆり薬局（大田原市）

共創未来黒磯薬局（那須塩原市）

ファーコス薬局くろばね（大田原市）

ふじ調剤薬局（那須塩原市）

日本調剤大田原薬局（大田原市）

日本調剤那須薬局（大田原市）

ピノキオ薬局大田原店（大田原市）
ピノキオファーマシーズ那須塩原店（那須塩原市）
塩谷
矢板市
在宅医療圏 さくら市
塩谷町
高根沢町

エクセル薬局（塩谷町）

とちの木薬局（さくら市）

氏家中央薬局（さくら市）

さくら薬局栃木氏家店（さくら市）

光陽台薬局（高根沢町）

さくら薬局さくら卯の里店（さくら市）

ポニー薬局矢板店（矢板市）
南那須
那須烏山市
在宅医療圏 那珂川町

とちぎ薬局馬頭店（那珂川町）
ピノキオ薬局烏山店(那須烏山）

鹿沼
鹿沼市
在宅医療圏

県
西
保
健
医
療
圏

すみれ薬局（鹿沼市）

とちの木薬局文化橋店（鹿沼市）

ピノキオファーマシーズ鹿沼久保店（鹿沼）

ピノキオ薬局鹿沼南店（鹿沼）

つくも薬局西茂呂（鹿沼市）

つくも薬局（鹿沼市）

さつき薬局磯町店（鹿沼市）

フクシ鹿沼薬局（鹿沼市）

さつき薬局仁神堂店（鹿沼市）
日光
日光市
在宅医療圏

りんご薬局（日光市）

鬼怒川調剤センターたかとく薬局（日光市）

コスモファーマ薬局今市店（日光市）

そうごう薬局今市店(日光市）

フタバ快生堂薬局（日光市）
宇都宮
宇都宮市
在宅医療圏

宇
都
宮
保
健
医
療
圏

山田薬局（宇都宮市）

セサミ薬局山本店（宇都宮市）

アポロン薬局（宇都宮市）

とちぎ薬局瑞穂野店（宇都宮市）

ミドリ薬局（宇都宮市）

こばと薬局（宇都宮市）

セサミ薬局馬場通り店（宇都宮市）

エムハート薬局みね店（宇都宮市）

さくら薬局（宇都宮市）

セサミ薬局泉町店（宇都宮市）

ミント薬局（宇都宮市）

ファーコス薬局くじら（宇都宮市）

そうごう薬局宇都宮中央店（宇都宮市）

とちぎ薬局本店（宇都宮市）

フレンド薬局風ノ宮（宇都宮市）

フレンド薬局（宇都宮市）

ミルキー薬局（宇都宮市）

メープル薬局下栗店（宇都宮市）

セントラル薬局

ファーコス薬局ありす（宇都宮市）

カケル薬局（宇都宮市）

日本調剤宇都宮薬局（宇都宮市）

アイン薬局河内店（宇都宮市）

レインボー薬局宝木店（宇都宮市）

アイン薬局岡本店（宇都宮市）

ハーモニー薬局（宇都宮市）

中央薬局（宇都宮市）

中央薬局東峰店（宇都宮市）

ハーモニー薬局柳田店（宇都宮市）

レインボー薬局ふたば店（宇都宮市）

エムハート薬局つるた店（宇都宮市）

宇都宮駅東調剤薬局（宇都宮市）

宇
都
宮
保
健
医
療
圏

芳賀
真岡市
在宅医療圏 益子町
茂木町
市貝町
芳賀町

県
東
保
健
医
療
圏

薬局

ハーモニー薬局西小学校前店（宇都宮市）

さくら薬局豊郷台店（宇都宮市）

ハーモニー薬局北一の沢店（宇都宮市）

さくら薬局鶴田店（宇都宮市）

中央薬局はりがや店（宇都宮市）

さくら薬局宇都宮店（宇都宮市）

エムハート薬局みなみ店（宇都宮市）

プラザ薬局関堀町店（宇都宮市）

エムハート薬局えそしま店（宇都宮市）

プラザ薬局国本店（宇都宮市）

やなぜ調剤薬局(宇都宮市）

のぞみ薬局(宇都宮）

ピノキオ薬局プラザ店(宇都宮）

ホーム薬局(宇都宮）

みどり調剤薬局(宇都宮）

ピノキオファーマシーズ宇都宮西店(宇都宮）

ピノキオファーマシーズ雀の宮店(宇都宮）

ピノキオ薬局峰店(宇都宮）

ピノキオ薬局陽南店(宇都宮）

おかもと薬局（宇都宮市）

フレンド薬局星ノ宮（宇都宮市）

セサミ薬局大通り店（宇都宮市）

ピノキオ薬局駅東店（宇都宮市）

こころ薬局（宇都宮市）

中央薬局今泉店（宇都宮市）

ピノキオ薬局花園店（宇都宮市）

にのみや薬局（真岡市）

なでしこ薬局（真岡市）

ピノキオ薬局真岡西店（真岡市）

もおかベリー薬局（真岡市）

日本調剤真岡薬局（真岡市）

メープル薬局益子西店（益子町）

ハート薬局（真岡市）

フォルマンきりん薬局（真岡市）

エムハート薬局もおか店（真岡市）

さわやか薬局（真岡市）

中央薬局寺内店（真岡市）

すみれ薬局（真岡市）

プラザ薬局真岡店（真岡市）

中央薬局ましこ店（益子町）

あさひ薬局（真岡市）

わかば薬局茂木店（茂木町）

クオール薬局荒町店（真岡市）

ピノキオファーマシーズ市貝赤羽店（市貝町）

ココカラファイン薬局芳賀日赤病院前店（真岡市）
栃木
栃木市
在宅医療圏 壬生町

県
南
保
健
医
療
圏

ピノキオ薬局栃木店（栃木市）

大沢調剤薬局片柳店（栃木市）

なごみ薬局（栃木市）

みずしろ調剤薬局（栃木市）

なごみ薬局壬生店(壬生町）

平田薬局大平店（栃木市）

おもちゃのまち調剤薬局(壬生町）

コスモ薬局（栃木市）

ふれあい薬局（栃木市）

コスモ薬局大平店（栃木市）

なかよし薬局（栃木市）

ワイアンドワイ薬局(壬生町）

大沢調剤薬局神田町店（栃木市）

ワイアンドワイ薬局栃木南店（栃木市）

さくら薬局栃木日ノ出店（栃木市）

あゆみ薬局（栃木市）

日本調剤しもつが薬局（栃木市）

大沢調剤薬局大平店（栃木市）

大澤調剤薬局園部店（栃木市）

ファーコス薬局片柳（栃木市）

大沢調剤薬局西支店（栃木市）

エイケン調剤薬局（栃木市）

大沢調剤薬局万町店（栃木市）

中央薬局岩舟店（栃木市）

ひまわり薬局（栃木市）

あすか薬局(壬生町）

アップル薬局はこのもり店（栃木市）

わかば薬局壬生店（壬生町）

大沢調剤薬局日ノ出町店（栃木市）

さくら薬局壬生店（壬生町）

共創未来岩舟薬局（栃木市）

中央薬局壬生店（壬生町）

みぶ薬局（壬生町）

大町調剤薬局（栃木市）

大沢調剤薬局駅南店（栃木市）

大沢調剤薬局本町店（栃木市）

そうごう薬局栃木店（栃木市）

県
南
保
健
医
療
圏
小山
小山市
在宅医療圏 下野市
上三川町
野木町

足利
足利市
在宅医療圏

SFC薬局東城南店（小山市）

プライム薬局自治医大店（下野市）

フレンド薬局小金井店（下野市）

中央薬局国分寺店（下野市）

きりん薬局小山駅南店（小山市）

アップル薬局自治医大前店（下野市）

ひまわり調剤薬局（野木町）

エムハート薬局こがねい店（下野市）

フレンド本郷台調剤薬局（上三川町）

ピノキオ薬局南河内店（下野市））

第一調剤薬局（小山市）

アイン薬局自治医大店（下野市）

フレンド羽川薬局（小山市）

ふじ薬局（下野市）

フレンド南部調剤薬局（小山市）

クオール薬局石橋店（下野市）

あすなろ薬局（小山市）

フレンド調剤自治医大東店（下野市）

あおば薬局（小山市）

フレンド薬師寺調剤薬局（下野市）

めぐみ薬局卒島店（小山市）

サン薬局上三川店（上三川町）

ミドリ調剤薬局（小山市）

しろやま調剤薬局（小山市）

わかば薬局石橋店（下野市）

ファーコス薬局のぎ(野木町）

フクシ小金井薬局（下野市）

ピノキオ薬局自治店（下野市）

ふたば薬局（下野市）

あかり薬局（小山市）

中央薬局小山城北店（小山市）

石橋調剤薬局（下野市）

アイリス調剤薬局（足利市）

コミネ薬局小俣店（足利市）

ともえ町薬局（足利市）

中央薬局足利店（足利市）

日本調剤足利日赤前薬局（足利市）

日本調剤足利薬局（足利市）

鹿島中央薬局（足利市）

サンテ薬局（足利市）

かみや調剤薬局足利南店（足利市）

エムズ薬局（足利市）

かみや調剤薬局足利店（足利市）
両
毛
保
健
医
療
圏

佐野
佐野市
在宅医療圏

（株）フォルマンあきやま薬局（佐野市）

花・花薬局多田店（佐野市）

花・花薬局浅沼店（佐野市）

エムハート薬局朱雀店（佐野市）

亀田調剤薬局（佐野市）

いるか薬局（佐野市）

クオール薬局佐野堀米店（佐野市）

ハクバ調剤薬局（佐野市）

日本調剤佐野薬局（佐野市）

かみや薬局高萩店（佐野市）

平田薬局（佐野市）

中央薬局佐野店（佐野市）

花・花薬局植上店（佐野市）

かみや調剤薬局田沼店（佐野市）

メディックアップル調剤薬局（佐野市）

