
 
 

６ 保健・医療 
 

(1)医療費負担の軽減 

①自立支援医療（育成医療・更生医療・精神通院医療）の給付 

身体障害（児）者の生活上の便宜を増すために障害を軽くし、機能回復のための医療を受けてもらう

ため、また、精神障害者の通院による精神医療を継続的に受けてもらうため、県で指定した医療機関等

で要した費用（健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額）の 100 分の 20を

負担しています。 

〈申請手続〉 
○自立支援医療（育成医療）の場合 

本人：申請書等を各市町へ提出  
→ 市 町：受給者証を保護者へ交付 
→ 本 人：医療機関等で受給者証を提示し、受診 

○自立支援医療（更生医療）の場合 

本人：申請書等を各市町へ提出  
→ 市 町：受給者証を本人へ交付  
→ 本 人：医療機関等で受給者証を提示し、受診 

○自立支援医療（精神通院医療）の場合 

本人：申請書等を各市町へ提出 
→ 市 町：受給者証を本人へ交付  
→ 本 人：医療機関等で受給者証を提示し、受診 

〈申請時に必要な資料〉 

 申請書、医師の意見書（診断書）、健康保険証（カード）の写し、所得状況が分かる証明書等 
なお、更生医療については、身体障害者手帳の写しが必要です。 
また、個人番号（マイナンバー）が確認できる書類の提示が必要です。 

 ○詳しくは申請する市町におたずねください。 
〈有効期間〉 １年以内（更新できます。） 
〈利用者負担額〉 １割（低所得者世帯等については、利用者負担額が軽減されます。） 

 なお、育成医療、更生医療については、市町により助成状況が異なりますので、お住

まいの市町におたずねください。 
〈注意事項〉 

・氏名、担当医療機関、保険の種類に変更があった場合には、居住地の市町への届出が必要になります。 
・転居された場合は、速やかに、新しい居住地の市町に届け出てください。 
□問合せ先  育成医療 市福祉事務所又は町役場（P110、112） 

更生医療 市福祉事務所又は町役場（P110、112） 
精神通院医療 市福祉事務所又は町役場（P110、112） 

県精神保健福祉センター（TEL028-673-8785） 

県健康福祉センター（P109） 

 

 

 

 

 



 
 

②重度心身障害者医療費の助成 

重度心身障害児者の健康を確保するため、心身に重度の障害のある方が病院で診療を受けたときや、

薬局で調剤を受けたとき等に支払う自己負担分を助成しています。ただし、入院時の食費の自己負担分

は助成の対象外です。 

この給付は、各種医療保険に加入されている方で、次のいずれかの項目に該当する方が対象となりま

す。 

・身体障害の程度が１～２級の方 

・知的障害の程度が知能指数35以下の方 

・知的障害の程度が知能指数50以下で、身体障害の程度が３～４級の障害と重複している方 

・精神障害の程度が１級の方 

助成にあたっては、薬局を除く医療機関ごとに月額500円（診療報酬明細ごとに500円）を自己負担い

ただきます。自己負担額については、市町が助成するときに申請額から控除します。ただし、低所得者

（市町村民税世帯非課税者相当）の方については自己負担はありません。 

また、65歳から74歳の方については、後期高齢者医療制度に加入されている場合は全額を助成、それ

以外の場合は１割までの助成となります。 

□問合せ先 市福祉事務所又は町役場（P110、112） 

 

③特定医療費の支給 

指定難病について、治療費の一部を公費で負担することで、患者と家族の方の負担軽減を図ります。 

〈申請手続等〉 

本人：申請書等を居住地を管轄する県健康福祉センター（宇都宮市の場合は宇都宮市保健所）へ提出  

→ 県健康福祉センター等：医療受給者証を本人へ交付 

     → 本 人       ：医療機関等で医療受給者証を提示し、受診 

〈申請時に必要な資料〉 

申請書、臨床調査個人票（診断書）、健康保険証、課税証明書、世帯全員の住民票謄本、申請書記載

のマイナンバー（個人番号）の番号確認及び身元確認が行える書類等 

〈有効期間〉 

申請月が１～９月の場合、申請書類を受理した日から、最初に到来する 12 月 31 日まで 

申請月が 10～12 月の場合、申請書類を受理した日から、翌年に到来する 12 月 31 日まで 

※更新可能 
〈自己負担上限額〉 

支給認定基準世帯員（※）の市町村民税（所得割）に応じて設定しています。 
※ 支給認定基準世帯員とは、患者の加入する健康保険の種類によって異なります。詳細は下記

「問合せ先」にお問い合わせください。 

〈注意事項〉 

・氏名、居住地、加入している健康保険や生計中心者に変更が生じた場合は、速やかに健康福祉セン

ター等で変更申請を行ってください。  

・県内に転入、県外へ転出した場合には、手続きが必要となります。  

□問合せ先  県健康福祉センター（P109）又は宇都宮市保健所（P111） 

 

 

 

 



 
 

 

④小児慢性特定疾病医療費の支給 

小児慢性特定疾病により長期に療養を必要とする児童等の健全な育成を図るため、医療費の一

部を公費で負担することで、患者と家族の方の負担軽減を図ります。 
〈申請手続〉 

保護者：申請書等を居住地を管轄する県健康福祉センター（宇都宮市の場合は宇都宮市役所子ども家

庭課）へ提出 

→ 県健康福祉センター等：医療受給者証を保護者へ交付 

→ 本 人（保護者）  ：医療機関等で医療受給者証を提示し、受診 

〈申請時に必要な資料〉 

申請書、医療意見書（診断書）、健康保険証、課税証明書、世帯全員の住民票謄本、申請書記載のマ

イナンバー（個人番号）の番号確認及び身元確認が行える書類等 

〈有効期間〉 

申請月が４～12月の場合、申請書類を受理した日から、最初に到来する３月 31 日まで 

申請月が１～３月の場合、申請書類を受理した日から、翌年に到来する３月 31 日まで 

※更新可能 

〈自己負担上限額〉 

本県では、受給者の方から自己負担分を徴収しておりません(県費により負担しています)。 

〈注意事項〉 

・氏名、居住地、加入している健康保険や申請者（保護者）に変更が生じた場合は、速やかに健康福祉

センター等で変更申請を行ってください。 

・県内に転入、県外へ転出した場合には、手続きが必要となります。 

(宇都宮市に転入、転出した場合は、宇都宮市への手続きが必要です。) 

□問合せ先  県健康福祉センター（P109）、宇都宮市役所子ども家庭課（TEL 028-632-2296） 

 

⑤産科医療補償制度 

この制度に加入している分娩機関（分娩を取り扱う病院・診療所・助産所）で生まれた脳性麻痺児が、

下表の基準を全て満たす場合、一時金と分割金を合わせ、総額３，０００万円の補償金が支払われま

す。ただし、生後６ヶ月未満で亡くなられた場合は、補償対象となりません。 

 
2015 年 1 月 1 日から 2021 年 12 月 31 日まで
に出生したお子様の場合 

2022年 1月 1日以降に出生したお子様の場合 

① 
在胎週数が32週以上で出生体重1,400g以上、 

または 
在胎週数28週以上で所定の要件を満たすこと 

在胎週数が 28 週以上であること 

② 先天性や新生児期の要因によらない脳性まひであること 

③ 身体障害者障害程度等級１または２級相当の脳性まひであること 

補償申請期間はお子様の満１歳の誕生日から満５歳の誕生日までです。 

(ただし、極めて重症であって、診断が可能となる場合は、生後６ヶ月から補償申請可能です) 

 ※詳細は下記お問合せ先にご照会いただくか、産科医療補償制度ホームページ（http://www.sanka- 

hp.jcqhc.or.jp/）をご参照ください。 

□問合せ先 （公財）日本医療機能評価機構 産科医療補償制度専用コールセンター 

(TEL 0120-330-637 受付時間：９:00～17:00（土日祝・年末年始除く）) 

  



 
 

(2)栃木県立リハビリテーションセンター(病院) 

栃木県立リハビリテーションセンターの医療センターでは、脳卒中、神経疾患、骨関節疾患等の回復

期にある方に対し、専門的かつ高度なリハビリテーション医療を提供しています。また、小児の発達障

害や肢体不自由に対し、リハビリテーションや整形外科手術を提供しています。 
・病床数 120 床 
・外来開設科 リハビリテーション科、小児科、整形外科、神経内科 
・対象者  
外来 医療機関、市町等から紹介のある方 
※小児の場合は、発達や対人関係に問題があるお子さんなどの相談も対象とします。  

入院 ○急性期を経過し、基礎疾患･合併症のコントロールができていて、リハビリテーションによ

る改善（効果）が見込める方（脳血管疾患、脳･脊髄(中枢性)脊椎の疾患･外傷、脳性麻痺、

四肢の外傷･骨折･切断･人工関節、ロコモティブシンドローム等） 
○神経疾患の診断・リハビリテーションを含む治療を必要とする方 

○感染症等で短期間の入院を要する障害児、小児整形外科的疾患等 

※維持期、慢性期の方は原則として対象としませんが、小児の場合は個別に対応します。 
 □問合せ先 〒320-8503 宇都宮市駒生町3337-1 

病院の利用に関すること（初診予約を除く） TEL 028-623-6124 FAX 028-623-6125 

病院の初診予約に関すること TEL 028-623-7254 FAX 028-623-6125 

 

(3)障害者歯科医療 

①とちぎ歯の健康センター 

障害者を対象とした歯科診療と歯科保健一般に関する相談・指導を行う「歯の保健所」です。 

〒320-0047 宇都宮市一の沢 2-2-5  

○診療所 

予約直通TEL 028-648-6472 FAX 028-648-6483 

診療時間 ９：00～12：00、13：30～17：00（予約制） 

休診日  土・日曜日、国民の祝日、年末年始 

ホームページ https://tochigi-da.or.jp/syougainoarukatahe.html 

○歯科相談・指導 

TEL 028-648-6480 FAX 028-648-6483 

受付時間 ９：00～16：30 

休館日  土・日曜日、国民の祝日、年末年始 

 

②栃木県障害者歯科医療システム 

障害者が安心して歯科保健医療を受けることができるよう、地域の歯科医や障害者高次歯科医療

機関が連携する歯科医療提供体制を整備しています。 

ホームページ http://www.pref.tochigi.lg.jp/e04/syougaisyashikasystem.html 

  



 
 

 

○障害者歯科医療協力医 

障害者が住み慣れた身近な地域で適切な歯科医療を受けることができるよう、障害者歯科 

医療に取り組む県内の歯科医師を障害者歯科医療協力医として登録しています。 

No 市町 医療機関名称 
（各市町毎五十音順） 

住所 連絡先 氏名 

1 

宇都宮市 

いがらし歯科イーストクリニ

ック 
宇都宮市平松本町 1125-6 028-611-3085 五十嵐 尚美 

2 いがらし歯科医院 宇都宮市下岡本町 4552-14 028-673-6661 五十嵐 三彦 

3 いのまた歯科医院 宇都宮市上田原町 660-1 028-672-4181 猪俣 正裕 

4 岩本歯科医院 宇都宮市鶴田町 251-4 028-648-8148 岩本 一男 

5 大野歯科医院 宇都宮市御幸本町 4650-6 028-660-1313 大野 克夫 

6 おかだ歯科医院 宇都宮市御幸ヶ原町 224-4 028-663-1660 岡田 整治 

7 金澤歯科医院 宇都宮市針ヶ谷町 500-4 028-650-2522 金澤 正英 

8 熊倉歯科医院 宇都宮市陽東 2-16-18 028-662-7835 熊倉 学 

9 佐伯歯科医院 宇都宮市大通り 3-2-6 028-633-3587 佐伯 秀利 

10 佐貫歯科医院 宇都宮市今泉 3-5-25 028-621-3880 佐貫 直通 

11 鈴木歯科医院 宇都宮市一の沢 2-1-5 028-622-2661 鈴木 一廣 

12 鈴木努歯科医院 宇都宮市若草 4-16-4 028-627-0238 鈴木 努 

13 須田歯科医院 宇都宮市南一の沢町 1-24 028-635-4826 須田 彰男 

14 舘野歯科医院 宇都宮市岩本町 454-2 028-627-5157 舘野 陽一 

15 なら歯科医院 宇都宮市豊郷台 2-21-2 028-643-8823 奈良 清加 

16 箱島歯科医院 宇都宮市五代 3-1-16 028-653-4504 箱島 光一 

17 廣瀬歯科医院 宇都宮市兵庫塚 1-8-15 028-655-1020 廣瀬 典富 

18 
医)三宅歯科・矯正歯科クリ

ニック 
宇都宮市砥上町 31-4 028-647-3741 三宅 弘直 

19 医)登会 茂呂歯科医院 

宇都宮分院 
宇都宮市戸祭町 1-7-10 028-624-5180 

茂呂 兀 

20 茂呂 祐康 

21 薬師寺歯科医院 宇都宮市滝の原 3-1-3 028-635-0382 薬師寺 淳一 

22 簗瀬歯科桜診療所 宇都宮市桜 4-11-22 028-622-3056 簗瀬 昇 

23 やまのうち歯科医院 宇都宮市兵庫塚町 9-1 028-612-8660 山之内 文彦 

24 ゆざわや歯科クリニック 
宇都宮市曲師町 2-12 ゆざわ

やﾋﾞﾙ 2F 
028-635-8050 鈴木 克昌 

25 吉成歯科医院 宇都宮市駒生町 1359-225 028-652-1671 吉成 仁 

26 

鹿沼市 

アイデンタルこまはし 鹿沼市今宮町 1608-2 0289-65-3558 駒橋 一永 

27 青木歯科医院 鹿沼市中田町 1354-11 0289-62-2896 高崎 道子 

28 医)誠広会 石﨑歯科医院 鹿沼市東町 3丁目 4-9 0289-64-5199 石﨑 誠 

29 鰕原歯科医院 鹿沼市口粟野 896 0289-85-2319 鰕原 公子 

30 大貫歯科医院 鹿沼市万町 963-8 0289-62-6585 大貫 真裕 

31 
医）清和会 鹿沼病院附属歯

科クリニック 
鹿沼市千渡 1671 0289-65-6226 駒橋 武 



 
 

No 市町 
医療機関名称 

（各市町毎五十音順） 
住所 連絡先 氏名 

32 

鹿沼市 

金子こども歯科 鹿沼市朝日町 1141-3 0289-62-8888 金子 實 

33 川入歯科医院 鹿沼市上石川 1526-51 0289-76-3740 瓦井 昭二 

34 菊地歯科医院 鹿沼市東末広町 1934 0289-62-2873 菊地 香 

35 木村歯科医院 鹿沼市奈佐原町 337-3 0289-75-2233 木村 立男 

36 小林歯科医院 鹿沼市仲町 1290 0289-65-5551 小林 幹夫 

37 さつきケ丘鈴木歯科 鹿沼市栄町 2-10-1 0289-65-4000 鈴木 定幸 

38 四季デンタルクリニック 鹿沼市鳥居跡町 1007 0289-62-3381 齋藤 由昭 

39 鈴木歯科医院 鹿沼市上野町 303-3 0289-65-0481 鈴木 裕之 

40 相馬歯科医院 鹿沼市日吉町 611 0289-62-9663 相馬 英人 

41 田代歯科医院 鹿沼市上野町 228-5 0289-64-9229 田代 高志 

42 田辺歯科医院 鹿沼市坂田山 2-53 0289-62-2636 田辺 章 

43 てづか歯科クリニック 鹿沼市西茂呂 3-16-4 0289-60-1500 手塚 史雄 

44 医)青々会 畑歯科医院 鹿沼市下田町 1-1205-2 0289-62-3326 畑 健一 

45 福島歯科医院 鹿沼市上材木町 1835 0289-62-2218 福嶌 隆夫 

46 星デンタルクリニック 鹿沼市下田町 1-5002-3 0289-63-4182 星 雅朗 

47 
医)登会 茂呂歯科医院 鹿沼市仲町 1595-10 0289-65-2545 

茂呂 英運 

48 茂呂 尚紀 

49 
日光市 船越歯科医院 日光市本町 7-28 0288-53-1330 

船越 達海 

50 船越 八重子 

51 

真岡市 

木代歯科医院 真岡市久下田 767 0285-74-0318 木代 宏 

52 木村歯科クリニック 真岡市並木町 4丁目 7-9 0285-83-6471 木村 卓史 

53 医)健歯会 関歯科医院 真岡市久下田 920 0285-74-3676 関  謙一 

54 医)はやし歯科医院 真岡市並木町 4丁目 10-3 0285-82-8611 林  浩司 

55 

益子町 
医)聖会 大塚歯科医院 益子町益子 3638 0285-72-0111 

大塚 義次 

56 大塚 啓子 

57 みやした歯科医院 益子町七井中央 2-11 0285-72-7123 宮下 均 

58 芳賀町  小林歯科クリニック 芳賀町祖母井南 1丁目 7-1 028-677-1900 小林 康彦 

59 

栃木市 

あおば歯科クリニック 栃木市薗部町 2-18-5 0282-25-1100 古澤 正克 

60 新井歯科医院 栃木市湊町 4-12 0282-22-1579 新井 和幸 

61 入野歯科医院 栃木市今泉町 2-8-23 0282-27-0799 入野 光市 

62 臼井歯科医院 栃木市沼和田町 12-14 0282-22-7770 臼井 正人 

63 亀田歯科 栃木市岩舟町和泉 1325-1 0282-55-5118 亀田 智 

64 
医）さおとめ会 早乙女歯科

医院 
栃木市都賀町家中 2408 0282-27-3737 早乙女 雅彦 

65 坂本デンタルクリニック 栃木市境町 22-19 0282-24-7721 坂本 正雄 

66 須賀歯科医院 栃木市倭町 11-13 0282-22-0473 須賀 潔 

67 関根歯科医院 栃木市境町 3-16 0282-22-1747 関根 淳 



 
 

No 市町 
医療機関名称 

（各市町毎五十音順） 
住所 連絡先 氏名 

68 

栃木市 

添野歯科医院 栃木市片柳町 1-18-7 0282-22-5395 添野 圭子 

69 田村歯科医院 栃木市万町 26-18 0282-22-0404 田村 良亮 

70 寺内歯科医院 栃木市岩舟町静 1148-2 0282-55-8011 寺内 達成 

71 中田歯科医院 栃木市西方町本郷 396 0282-91-1005 中田 嘉之 

72 医)福富歯科医院 栃木市樋ﾉ口町 396-24 0282-22-3703 福富 宏 

73 藤森歯科医院 栃木市都賀町合戦場 238 0282-27-1877 藤森 洋 

74 前橋歯科医院 栃木市薗部町 2-3-3 0282-25-1233 前橋 潮 

75 町田歯科医院 栃木市大平町西水代 1608-1 0282-43-7249 町田 太瑞 

76 町田歯科医院 栃木市藤岡町藤岡 1014 0282-62-2439 町田 裕哉 

77 

小山市 

石川歯科医院 小山市駅東通り 1-29-12 0285-22-4182 石川 弘司 

78 大友歯科医院 小山市粟宮 1-4-1 0285-25-8244 大友 文雄 

79 角田歯科医院 小山市城山町 1-2-10 0285-24-3138 角田 國義 

80 医)おおるり会柿沼歯科医院 小山市駅東通り 1-27-27 0285-23-1889 柿沼 幸宏 

81 覚本歯科医院 小山市駅南町 3-26-18 0285-27-8148 覚本 嘉美 

82 さいとう歯科医院 小山市松沼 896-2 0285-37-1206 斎藤 研司 

83 田中歯科医院 小山市喜沢 189-6 0285-22-7701 田中 正史 

84 
たむら歯科医院 小山市中久喜 1-4-12 0285-22-6441 

田村 壽彦 

85 田村 厚子 

86 なかの歯科医院 小山市大行寺 1027-3 0285-21-1182 中野 雅樹 

87 医)城南 やぎ歯科医院 小山市東城南 1-6-7 0285-27-8049 八木澤 孝仁 

88 柳歯科医院 小山市神鳥谷 1-13-23 0285-23-7377 柳 善景 

89 
医)孝仁会 ワカナ歯科第二診

療所 
小山市城東 3-24-3 0285-25-0328 若菜 孝夫 

90 

下野市 

海老原歯科医院 下野市祇園 5-7-3 0285-44-8148 海老原 元 

91 医)ハラダ歯科医院 下野市小金井 1-5-4 0285-44-4182 江連 美佐代 

92 山﨑歯科医院 下野市石橋 284-21 0285-53-0275 山﨑 宏 

93 山中歯科医院 下野市小金井 2966 0285-44-0401 山中 正則 

94 

壬生町 

粟嶋歯科医院 壬生町幸町 3-26-3 0282-86-5577 粟嶋 久男 

95 上野デンタルクリニック 壬生町中央町 8-8 0282-82-0110 上野 泰宏 

96 加藤歯科医院 壬生町本丸 1-2-6 0282-82-9335 加藤 己久司 

97 君島歯科医院 壬生町至宝 3-10-4 0282-82-7474 君島 充宣 

98 野木町 せきぐち歯科医院 野木町丸林 645-4 0280-57-0065 関口 修二 

99 

大田原市 

伊東歯科医院 大田原市末広 3-2831-108 0287-23-4180 伊東 隆一 

100 鈴木歯科医院 大田原市黒羽向町 74 0287-54-0700 鈴木 和雄 

102 山の手歯科医院 大田原市山の手 1-8-18 0287-24-1182 小沼 正樹 

103 矢板市 わたなべけいこ歯科 矢板市上町 657 0287-40-3026 渡邉 佳子 



 
 

No 市町 
医療機関名称 

（各市町毎五十音順） 
住所 連絡先 氏名 

104 那須塩原市 グリ－ン歯科本田クリニック 那須塩原市材木町 6-32 0287-64-2332 本田 功 

105 さくら市 西歯科医院 さくら市氏家字小里 2893-2 028-689-8814 西 健 

106 

那須烏山市 

石川歯科医院 那須烏山市金井 2-9-6 0287-84-1818 石川 秀忠 

107 石倉歯科医院 那須烏山市鴻野山 209-7 0287-88-0633 石倉 聡 

108 岡林歯科医院 那須烏山市初音 6番 6号 0287-82-2646 岡林 昌彦 

109 川俣歯科医院 那須烏山市旭 1-20-5 0287-82-2243 川俣 純子 

110 スマイル歯科 那須烏山市藤田 1477 0287-88-5505 塩田 太 

111 福沢歯科医院 那須烏山市大金 181 0287-88-2046 福澤 宏文 

112 
医)希望会 藤井歯科医院 那須烏山市中央 3-3-5 0287-84-1921 

藤井 敦 

113 藤井 まり子 

114 みどり歯科 那須烏山市南大和久 451-2 0287-88-5155 若菜 松夫 

115 塩谷町 鈴木歯科医院 塩谷町上平 27-12 0287-46-0631 鈴木 良知 

116 高根沢町  野中歯科医院 高根沢町宝積寺 2458 028-675-6444 野中 伸一 

117 
那珂川町  

遅沢歯科医院 那珂川町小川 2565-5 0287-96-2040 遲澤 弘明 

118 高野歯科医院 那珂川町久那瀬 731 0287-92-3529 髙野 徹也 

119 

足利市 

あしかがの森足利病院歯科 足利市大沼田町 615 0284-64-7121 須永 芳弘 

120 いもと歯科医院 足利市中川町 3-9 0284-71-1212 井本 真道 

121 おかむら小児歯科クリニック 足利市弥生町 13-1 0284-64-7168 岡村 航也 

122 春日丘歯科 足利市山下町 1267-5 0284-62-7788 山口 政彦 

123 河内歯科 足利市家富町 2165 0284-21-0909 河内 克治 

124 かわまた歯科医院 足利市大正町 872-10 0284-44-2001 川俣 史夫 

125 きが歯科医院 足利市常見町 3-9-11 0284-43-2266 氣賀 昌彦 

126 小泉歯科 足利市猿田町 6-20 0284-41-1181 小泉 映子 

127 小林歯科医院 足利市島田町 751 0284-71-8148 小林 浩 

128 コム中島歯科 足利市田中町 15-2 0284-73-1180 中島 義雄 

128 近藤歯科医院 足利市葉鹿町 296 0284-62-0205 近藤 隆彦 

129 つるた歯科クリニック 足利市羽刈町 546-7 0284-70-3470 鶴田 朝樹 

130 細見歯科クリニック 足利市山川町８８７－８ 0284-44-1019 細見 明夫 

131 松島歯科医院 足利市有楽町８４２－２３ 0284-41-1711 松島 義人 

132 吉岡歯科医院 足利市小俣町 621-15 0284-62-0563 吉岡 眞弘 

133 よしたに矯正歯科 足利市通 2-2650 0284-41-3029 吉谷 信吾 

134 若林歯科医院 足利市田中町 825 0284-73-8148 若林 竹彦 

135 

佐野市 

えづら歯科クリニック 佐野市天神町 797 0283-27-0648 江面 陽子 

136 大橋歯科医院 佐野市富岡町 1500-1 0283-23-8743 大橋 三喜男 

137 ごとう歯科医院 佐野市伊勢山町 1-10 0283-24-8571 後藤 俊一 

138 塩野谷歯科医院 佐野市田沼町 770-2 0283-62-6243 塩野谷 敏裕 



 
 

No 市町 
医療機関名称 

（各市町毎五十音順） 
住所 連絡先 氏名 

139 

佐野市 

ひまわり歯科医院 佐野市葛生東 1-6-11 0283-85-2052 石川 圭子 

140 三井歯科医院 佐野市若宮上町 8-2 0283-23-5900 三井 裕徳 

141 山口歯科クリニック 佐野市久保町 267-1 0283-23-9595 山口 保 

142 よこづか歯科医院 佐野市免鳥町 840-1 0283-22-8148 横塚 浩一 

 

○障害者高次歯科医療機関 

障害者歯科医療協力医等からの紹介を受け、静脈内鎮静法や全身麻酔等を用いた治療を実施する

医療機関です。 

□問合せ先 県健康増進課 がん・生活習慣病担当（TEL 028-623-3095） 

□ホームページ http://www.pref.tochigi.lg.jp/e04/syougaisyashikasystem.html 

 

③ 巡回歯科相談・指導 

歯科診療所に通うのが難しい障害者支援施設等に入所されている方を対象に、歯科医師及び歯科

衛生士が施設を訪問して口腔診査を行うとともに、職員に対して口腔ケアの実技指導等を行います。 

（この事業は、年に１度、県が対象となる施設に対して希望を調査した上で実施しています。） 

□問合せ先 県健康増進課 がん・生活習慣病担当（TEL 028-623-3095） 

 

④ 永久歯等対策事業 

保育所・幼稚園・認定こども園、障害児通所施設、盲・聾・特別支援学校に、歯科衛生士が出張し

て、幼児や保護者、職員などに対して、むし歯予防、歯の健康を守る食生活、正しい歯みがきなどに

ついて指導を行います。 

（この事業は、事業の委託先である栃木県歯科医師会が、対象施設に希望調査を行った上で実施していま

す。） 

□問合せ先 県健康増進課 がん・生活習慣病担当（TEL 028-623-3095） 

 

⑤とちぎ在宅歯科医療連携室 

栃木県歯科医師会では、在宅歯科診療を必要とする方に対する相談や訪問歯科診療等を行う歯科

医療機関の紹介等を行っています。 

□問合せ先 とちぎ在宅歯科医療連携室（TEL 028-648-0750、FAX 028-648-0750） 

（メール zaitakushika@tochigi-da.or.jp） 

受付時間 月曜日～金曜日 10 時～16 時 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

(4)精神科医療 

 名  称 所在地 
TEL 
FAX 

精神科 
病院 

デイ･ 
ケア 

デイ･ 
ナイト
ケア 

ナイト･ 
ケア 

ショート 
ケア 

1 県立岡本台病院 
329-1104 

宇都宮市下岡本町 2162 

028-673-2211 

028-673-2214 
○ 大   大 

2 精神保健福祉センター 
329-1104 

宇都宮市下岡本町 2145-13 

028-673-8785 

028-673-6530 
 小   小 

3 森病院 
321-0347 

宇都宮市飯田町 419 

028-648-6111 

028-648-5910 
○ 小   小 

4 滝澤病院 
320-0828 

宇都宮市花房本町 2-29 

028-633-1200 

028-633-1347 
○ 小   小 

5 新直井病院 
321-0912 

宇都宮市石井町 3385 

028-656-8600 

028-656-3877 
○ 大   大 

6 宇都宮病院 
320-8521 

宇都宮市陽南 4-6-34 

028-658-2121 

028-658-2117 
○     

7 皆藤病院 
321-0985 

宇都宮市東町 22 

028-661-3261 

028-661-3269 
○ 大   大 

8 宇都宮西ヶ丘病院 
320-0004 

宇都宮市長岡町 842 

028-621-3171 

028-627-6181 
○ 大   大 

9 自治医科大学附属病院 
329-0498 

下野市薬師寺 3311-1 

0285-44-2111 

0285-44-6198 
○     

10 鹿沼病院 
322-0002 

鹿沼市千渡 1585-2 

0289-64-2255 

0289-64-2259 
○ 大 ○   

11 上都賀総合病院 
322-8550 

鹿沼市下田町 1-1033 

0289-64-2161 

0289-64-2468 
○ 小   小 

12 大澤台病院 
321-2343 

日光市山口 867-3 

0288-26-2828 

0288-26-5144 
○ 小    

13 菊池病院 
321-4216 

益子町塙 316 

0285-72-3235 

0285-72-3234 
○     

14 大平下病院 
329-4404 

栃木市大平町富田 5002-1 

0282-43-2222 

0282-43-1888 
○ 小   小 

15 獨協医科大学病院 
321-0293 

壬生町北小林 880 

0282-86-1111 

0282-86-5187 
○     

16 朝日病院 
323-0014 

小山市喜沢 660 

0285-22-1182 

0285-22-8946 
○ 大 ○  大 

17 小山富士見台病院 
329-0412 

下野市柴 1123 

0285-44-0200 

0285-44-8163 
○ 大   大 

18 佐藤病院 
329-2131 

矢板市土屋 18 

0287-43-0758 

0287-43-4570 
○ 大 ○  大 

19 氏家病院 
329-1326 

さくら市向河原 4095 

028-682-2911 

028-682-9190 
○ 大   大 

20 室井病院 
324-0042 

大田原市末広 1-2-5 

0287-23-6622 

0287-23-7825 
○ 大 ○  大 

21 那須高原病院 
325-0001 

那須町高久甲 375 

0287-63-5511 

0287-63-0904 
○     

22 烏山台病院 
321-0605 

那須烏山市滝田 1868-18 

0287-82-2739 

0287-82-2762 
○     

23 両毛病院 
327-0843 

佐野市堀米町 1648 

0283-22-6150 

0283-22-6159 
○ 大 ○  大 

24 佐野厚生総合病院 
327-8511 

佐野市堀米町 1728 

0283-22-5222 

0283-22-8252 
○ 大   大 

25 青木病院 
326-0808 

足利市本城 1-1560 

0284-41-2213 

0284-43-0463 
○ 大 ○   



 
 

 名  称 所在地 TEL 
FAX 

精神科 
病院 

デイ･ 
ケア 

デイ･ 
ナイト
ケア 

ナイト･ 
ケア 

ショート  
ケア 

26 前沢病院 
326-0338 

足利市福居町 1210 

0284-71-3191 

0284-71-3153 
○ 大 ○ ○ 大 

27 足利赤十字病院 
326-0843 

足利市五十部町 284-1 

0284-21-0121 

0284-22-0225 
○     

28 足利富士見台病院 
326-0845 

足利市大前町 1272 

0284-62-2448 

0284-62-9608 
○     

29 
とちぎメディカルセンター 

しもつが 

329-4498 

栃木市大平町川連 420-1 

0282-22-2551 

0282-24-1631 
    小 

30 さくら・ら心療内科 
320-0043 

宇都宮市桜 3-1-36 

028-615-7520 

028-615-7524 
 大    

31 小山ﾒﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ 
323-0022 

小山市駅東通り 2-23-9 

0285-20-5610 

0285-20-5613 
 大   大 

32 さくら通りｸﾘﾆｯｸ 
326-0066 

足利市田所町 1102-1 

0284-64-9628 

0284-64-8144 
 大   大 

33 ｱｲ･こころのｸﾘﾆｯｸ 
320-0807 

宇都宮市松が峰 2-4-1 

028-638-4556 

028-638-4558 
 大    

※大…50人／日限度、小…30人／日限度                  令和４（2022）年４月１日現在 

 

(5)新型コロナウイルス感染症の相談窓口 

①受診・ワクチン相談センター（コールセンター） 

新型コロナウイルス感染症に関する相談、発熱などの症状が出たときの対応、ワクチン接種に関する

専門的な相談などについて相談を受け付けています。 

電話番号 0570-052-092 

対応時間 24 時間（土日、祝日を含む）  

 

②新型コロナウイルス生活相談センター 

  県民・事業者等に対する新型コロナウイルス感染症に関する一般的な相談(労働、経営などの各種相

談窓口の案内等)を受け付けています。 

   電話番号 0570-666-9830 

  対応時間 平日午前９時から午後５時まで 

 

県関係機関ガイダンス②栃木県立岡本台病院 

栃木県立岡本台病院は、昭和 34(1959)年８月に精神衛生法（現在の精神保健福祉法）に基づいて設

置された精神科病院です。令和４（2022）年４月に地方独立行政法人に移行しました。 

地域精神医療の基幹病院として外来・入院診療による一般的な精神科医療はもとより、精神科緊急

及び救急医療、医療観察法に基づいた入院医療、アルコール・薬物依存症診療、デイケア等の専門医

療にも積極的に取り組んでいます。 

患者さん一人ひとりの人権を尊重し、より良質な 

医療の提供により、県民の精神医療と福祉の向上に 

努めています。 

□栃木県立岡本台病院 

〒329-1104 宇都宮市下岡本町 2162   

TEL028-673-2211（代表） FAX028-673-2214 



 
 

③聴覚障害等のある方の相談窓口 
聴覚等に障害のある方で、電話での御相談が難しい方は、下記のとおり FAX 又はメールにより御相

談ください。 

    〇ＦＡＸによる相談 

平日  午前 8時 30 分～午後 8時 00分：FAX 028-623-3759 

平日  午後 8時 00 分～午前 8時 30分・休日 ：FAX 028-623-2527 

◆FAX 相談票（聴覚障害等のある方の相談用）は下記アドレスからダウンロードしてください。 

https://www.pref.tochigi.lg.jp/e04/welfare/hoken-

eisei/kansen/hp/documents/soudanhyou_20210416.pdf 

  〇メールによる相談 

メールアドレス：kantai@pref.tochigi.lg.jp 

 

 

④SNS 相談窓口（こころの相談＠とちぎ） 
新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、不安や悩み、ストレスがある方に対して LINE アプ

リを使用した相談を行っています。 

 

対応時間 毎日 13時～23 時 

設置期間 令和４年４月１日～令和５年３月 31日 

相談方法 下記の２次元コードを読み取るか、アドレスを入力して、登録してください。 

 

 

      

https://lin.ee/mEQ70Cr 

 

 

 


