
施設名 郵便番号 住所（都道府県から記載） 電話番号 ウェブサイトURL
初診の電話等を用いた
診療の実施の○

再診の電話等を用いた
診療の実施の○

対応診療科 担当医師名
対面診療が必要と判断した場合に連携する医療機関名

（複数ある場合は複数、住所も併せて記載）

1 いわさき内科・皮ふ科 371-0824 群馬県前橋市稲荷新田町222-8 027-212-1010 http://iwasaki-nh.com ○ ○ 内科、皮膚科 岩崎靖樹、岩崎智子 －

2 前橋北病院 371-0054 群馬県前橋市下細井町692 027-235-3333
http://maebashinorte-
hospital.jp/index.html

○ 内科
徳島眞彦
新井正史

－

3
大学橋ファミリークリ

ニック
371-0047 群馬県前橋市関根町2-21-9 027-212-6627 https://d-bashifc.com ○

小児科 内科 外科 皮
膚科

坂元 純
群馬県立小児医療センター（群馬県渋川市北橘町下箱田

779番地）
前橋赤十字病院（群馬県前橋市朝倉町３８９−１）

4 やました内科医院 371-0004 群馬県前橋市亀泉町606-2 027-212-0148 www.yamashita-naika.jp ○ ○ 内科 山下　眞 前橋赤十字病院（群馬県前橋市朝倉町３８９−１）

5
群馬県立心臓血管セン

ター
371-0004 群馬県前橋市亀泉町甲3-12 027-269-7455 https://www.cvc.pref.gunma.jp/ ○

循環器内科
心臓血管外科

整形外科
外科
内科

各医師 －

6 前橋ミナミ眼科 371-0814 群馬県前橋市宮地町146-1 027-288-0895 https://www.m-minami-eye.com/ ○ 眼科 板倉宏高 前橋赤十字病院（群馬県前橋市朝倉町389-1）

7 うい内科クリニック 379-2122 群馬県前橋市駒形町584-3 027-226-5566 https://www.ui-heart-clinic.jp/ ○ 内科 宇居　吾郎
前橋赤十字病院（前橋市朝倉町389-1）

群馬県立心臓血管センター（前橋市亀泉町甲3-12）
伊勢崎市民病院（伊勢崎市下植木町481）

8 北條医院 379-2122 群馬県前橋市駒形町833-38 027-266-6737 https://www.hojo-iin.jp/ ○ 内科 北條　義明
前橋赤十字病院（群馬県前橋市朝倉町389番地1）
伊勢崎市民病院（群馬県伊勢崎市連取本町12-1）

9 瀬下こどもクリニック 371-0846 群馬県前橋市元総社町２２６５番地 027-255-3350 http://scc1994.web.fc2.com/ ○ ○
内科

小児科
瀬下隆之 群馬中央病院（群馬県前橋市紅雲町一丁目７番１３号）

10 みやざき内科クリニック 371-0846 群馬県前橋市元総社町2467-9 027-212-5000
http://11xn--

w8jr6jua1633bqsoc.com
○

内科、循環器内科、呼
吸器内科、アレルギー

科
宮崎　昌久 群馬中央病院（群馬県前橋市紅雲町１丁目７−１３）

11 倉繁皮ふ科医院 371-0844 群馬県前橋市古市町1－56－10 027－253-5600 www.myclinic.ne.jp/kurasige/pc/ ○ 皮膚科
倉繁　田鶴子、倉繁

祐太
－

12
フォレスト整形外科ス
ポーツクリニック

371-0844
群馬県前橋市古市町１８０－１　フォレストモー

ル新前橋内
027-212-0888 http://www.forespo.com/ ○ 整形外科 小林　淳 群馬中央病院（群馬県前橋市紅雲町1-7-13）

13 須田こどもクリニック 371-0813 群馬県前橋市後閑町４０６－２ 027-265-6777 sudakodomo@taupe.plala.or.jp ○ ○ 小児科、内科 須田浩充 －

14 はしづめ診療所 379-2146 群馬県前橋市公田町515-1 027-226-1806
http://hashizumeclinic2015.g2.xrea.c

om/access1.html
○ ○ 内科 橋爪洋明 －

15
かなざわ小児科クリニッ

ク
371-0053 群馬県前橋市幸塚町90-1 027-289-0313 https://kanazawa-ped.com ○ 小児科 金澤崇 －

16 こばやし医院 371−0812 群馬県前橋市広瀬町2-1-12 027−263-2535 http://kgi-clinic.jp/ ○ ○
内科
外科

小林和弘 前橋赤十字病院（群馬県前橋市朝倉町）

17 赤城病院 371-0002 群馬県前橋市江木町1072 027-269-5111 http://www.tyk.or.jp/ ○ 精神科 関口　秀文 －

事務連絡に基づく対応について

電話や情報通信機器を用いて診療を実施する医療機関の一覧（都道府県集計用）
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18 江木町クリニック 371-0002 群馬県前橋市江木町98-5 027-263-1101 － ○ ○ 内科　胃腸科　外科 中屋光雄 前橋赤十字病院（群馬県前橋市朝倉町389-1）

19
独立行政法人

地域医療機能推進機構
群馬中央病院

371-0025 群馬県前橋市紅雲町1-7-13 027-221-8165 http://gunma.jcho.go.jp ○

内科、和漢、神経内
科、消化器内科、糖尿
病、小児科、外科、整
形外科、産婦人科、眼
科、耳鼻咽喉科、皮膚

科

今井　他、小暮　他、
大沢　他、湯浅　他、
根岸　他、河野　他、
福地　他、寺内　他、
伊藤　他、前島　他、

工藤　他、龍崎

－

20
なんきつこどもクリニッ

ク
371-0044 群馬県前橋市荒牧町1-11-13 027-235-2558 － ○ ○ 小児科 杵渕裕子 群馬中央病院（前橋市紅雲町１－７－13）

21 岡野内科胃腸科医院 371-0044 群馬県前橋市荒牧町1丁目13番地10 027-237-1200 － ○ ○
内科、胃腸科、循環器

科、呼吸器科
岡野　博

前橋赤十字病院（前橋市朝倉町389-1）
群馬大学医学部附属病院（前橋市昭和町3-39-15）

22
外山内科循環器内科クリ

ニック
371-0044 群馬県前橋市荒牧町2-33-9 027-232-8000 http://www//toyama-clinic.jp ○

内科、循環器内科、呼
吸器内科、糖尿病内科

外山卓二 －

23 　小川内科医院 371-0044 群馬県前橋市荒牧町2丁目28－20 027-234-3311 － ○ ○ 内科 小川　重直

前橋赤十字病院（前橋市朝倉町389-1）
群馬中央病院（前橋市紅雲町1-7-13）

前橋済生会病院（前橋市上新田町564-1）
上武呼吸器科内科病院（前橋市田口町586-1）

24 大塚内科医院 371-0018 群馬県前橋市三俣町1-19-25 027-231-2399 － ○ ○ 内科 大塚　正己
前橋赤十字病院（群馬県前橋市朝倉町389-1）
群馬中央病院（群馬県前橋市紅雲町1-7-13）

群馬大学医学部附属病院（前橋市昭和町3-39-15）

25 永島内科医院 371-0018 群馬県前橋市三俣町2-11-20 027-232-6435 http://nagashima-naika.com/ ○ ○ 内科 登田　久子、永島　勇 －

26 山王タウンクリニック 379-2123 群馬県前橋市山王町1-23-32 027-267-1130 http://www.sannotown-clinic.com ○ 内科 伊藤　克彦 －

27 山王医院 379-2123 群馬県前橋市山王町2-20-16 027-266-5410 https://sannou-iin.com ○ 内科 大山　達也
群馬県済生会前橋病院（群馬県前橋市上新田町564-1）

前橋赤十字病院（群馬県前橋市朝倉町389-1）

28 長崎医院 371-0021 群馬県前橋市住吉町2丁目12-5 027-231-3274 http://nagasaki-naika.com/ ○ ○ 内科 長崎 淳
前橋赤十字病院(前橋市朝倉町389-1)

群馬大学医学部付属病院(前橋市昭和町3丁目39-15)

29 前橋皮膚科医院 371-0034 群馬県前橋市昭和町1丁目7－17 027-231-8675
https://itp.ne.jp/info/101968419000

000899/
○

皮膚科
アレルギー科

大川　司
前橋皮膚科医院（群馬県前橋市昭和町1丁目7-17）

前橋赤十字病院（群馬県前橋市朝倉町389-1）

30 仁泉堂医院 371-0034 群馬県前橋市昭和町3-12-11行方ビル1F 027-212-2437 http://jinsendo-clinic.com/ ○ 精神科 佐藤大仁 －

31 群馬大学医学部附属病院 371-8511 群馬県前橋市昭和町三丁目39番15号 027-220-7111 https://hospital.med.gunma-u.ac.jp/ ○

精神科神経科、小児
科、整形外科、皮膚

科、泌尿器科、眼科、
耳鼻咽喉科、産科・婦
人科、麻酔科、蘇生

科、脳神経外科、脳神
経内科、歯科口腔・顎
顔面外科、検査部、総
合診療部、循環器内
科、呼吸器・アレル

ギー内科、内分泌糖尿
病内科、消化器・肝臓
内科、腎臓・リウマチ
内科、血液内科、呼吸
器外科、消化管外科、
乳腺・内分泌外科

田村遵一　他 －

32 山口内科クリニック 371-0052 群馬県前橋市上沖町252-1 027-260-6500 － ○ ○ 内科 山口　崇彦 －
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http://www.sannotown-clinic.com/
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https://hospital.med.gunma-u.ac.jp/


33 医療法人　ほんま小児科 371−0816 群馬県前橋市上佐鳥町722−3 027−290−3131 http://www.honma-ped.jp ○ ○ 小児科
本間　哲夫

関矢　亜矢子
本間　春奈

前橋赤十字病院（群馬県前橋市朝倉町389番地1）
JCHO 群馬中央病院（群馬県前橋市紅雲町一丁目7番13

号）

34
医療法人　康倭会
しらかわ診療所

371-0051 群馬県前橋市上細井町2068-1 027-260-1116 http://shirakawa-kouwakai.com ○ 内科小野里康博　　　　　萩原聡　　　　　新井理記
前橋赤十字病院（群馬県前橋市朝倉町389-1）
群馬中央病院（群馬県前橋市紅雲町1-7-13）

35 医療法人豊田内科医院 371-0037 群馬県前橋市上小出町1-30-1 027-234-1223 http://www.mtoyoda-clinic.com/ ○ ○ 内科
豊田満夫
豊田武久

－

36 群馬県済生会前橋病院 371-0821 群馬県前橋市上新田町564-1 027-252-6011 http://www.maebashi.saiseikai.or.jp/ ○ 消化器内科　他 吉永輝夫　他 －

37
医療法人

五十嵐皮膚科医院
371-0016 群馬県前橋市城東町3-10-2 027-232-1023 https://www.igarashi-hifu.jp/ ○ 皮膚科

五十嵐　直弥、五十嵐
俊弥

－

38
群馬中央医療生活協同組

合
前橋協立診療所

371-0016 群馬県前橋市城東町3丁目15-28 027-231-6060
https://www.kyouritsu.org/hospital_

clinic/maebashi_cl.htm
○ ○ 内科

高柳　亮
井上　有沙
桑原　美穂
谷口　豊

－

39 星医院 379-2131 群馬県前橋市西善町２０４－１ 027-266-8600 http://www.hoshiiin.com ○ 内科
星　廣人
磯田　淳

－

40 東前橋整形外科病院 379-2104 群馬県前橋市西大室町1302-2 027-268-5777 http://hm-seikei.com ○ 整形外科
釜谷　邦夫、柘植　和

郎、日尾　有宏
－

41 たむらこどもクリニック 371-0013 群馬県前橋市西片貝町３－１２３－５ 027-289-0555
http://website2.infomity.net/844000

0056/
○ ○

小児科
アレルギー科

田村　一志 －

42
医療法人

さるきクリニック
370-3573 群馬県前橋市青梨子町178 027-210-7171 https://saruki.com/ ○

泌尿器科
内科

猿木　和久
前橋赤十字病院（群馬県前橋市朝倉町389番地1）

群馬中央病院（前橋市紅雲町1丁目7-13）

43 石倉町こどもクリニック 371-0841 群馬県前橋市石倉町5-22-4 027-253-6600 http://www.0272536600.com/ ○ ○ 小児科
兒嶋　理子
宮﨑　全降

群馬中央病院（群馬県前橋市紅雲町１丁目７−１３）
前橋赤十字病院（群馬県前橋市朝倉町３８９−１）

前橋協立病院（群馬県前橋市朝倉町828-1）

44 前橋広瀬川クリニック 371-0022 群馬県前橋市千代田町２-１０-９ 027-231-4101 http://www.hirosegawa.or.jp/ ○
内科・腎臓内科・リウ
マチ科・糖尿病内科・

循環器内科

矢野新太郎・篠原正
彦・他

－

45 (医)エイト八代医院 371-0823 群馬県前橋市川曲町２５－４ 027-255-0846 － ○ ○ 内科 八代　邦彦
群馬県済生会前橋病院(群馬県前橋市上新田町564-1)

関越中央病院(群馬県高崎市北原町71)

46 ベル小児科クリニック 371-0046 群馬県前橋市川原町２丁目９−１８ 027-289-2580 http://www.bell-shounika.com ○ ○ 小児科 鈴木 雅登
群馬中央病院（群馬県前橋市紅雲町1-7-13）
前橋赤十字病院（群馬県前橋市朝倉町389-1）

群馬県立小児医療ｾﾝﾀｰ（群馬県渋川市北橘町下箱田779)

47 上毛大橋クリニック 371-0046 群馬県前橋市川原町一丁目49番地6 027-237-2800 https://www.joumou-ohashi.com/ ○ 内科 重原　哲也 －

48 かとう心療クリニック 371-0041 群馬県前橋市川端町112 027-289-0100 － ○ 精神科･心療内科 加藤　雅人 －

49 総社町内科深沢医院 371-0853 群馬県前橋市総社町3-2-5 027-252-1333 － ○ ○ 内科皮膚科
谷津尚吾、谷津真帆、

深沢逞太

群馬中央病院（前橋市紅雲町1-7-13）
済生会前橋病院（前橋市上新田町564-1）
前橋赤十字病院（前橋市朝倉町389-1）

群馬大学医学部附属病院（前橋市昭和町3-39-15）
群馬県立心臓血管センター（前橋市亀泉町甲3-12）

50 すがの内科医院 371-0851 群馬県前橋市総社町植野328-5 027-256-8121 https://www.sugano-naika.jp/ ○ ○ 内科 菅野仁平
群馬中央病院（群馬県前橋市紅雲町1-7-13）
前橋赤十字病院（前橋市朝倉町３８９－１）
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51 牧耳鼻咽喉科医院 371-0852 群馬県前橋市総社町総社２７２０ 027-280-5233 － ○ ○ 耳鼻咽喉科 牧　清人
前橋赤十字病院（群馬県前橋市朝倉町３８９－１９）
群馬中央病院（群馬県前橋市紅雲町１－７－１３）

52
医療法人浩心会

おおつか内科クリニック
371-0847 群馬県前橋市大友町3-23-4 027-252-6006 https://www.otsuka-clinic.biz/ ○ ○

内科
整形外科

大塚敏之
群馬中央病院（群馬県前橋市紅雲町1-7-13）
前橋赤十字病院（群馬県前橋市朝倉町389-1）

済生会前橋病院（前橋市上新田町564-1）

53
公益財団法人老年病研究

所附属病院
371-0847 群馬県前橋市大友町三丁目26番地の8 027-253-3311 https://www.ronenbyo-hospital.jp/ ○

内科、整形外科、脳神
経内科、脳神経外科、
皮膚科、麻酔科、泌尿
器科、循環器内科、眼
科、リウマチ科、リハ
ビリテーション科

高玉真光、勝山彰、合
田史、小池陽子、中村
保子、直田匡彦、山口
彩、古川和美、佐藤圭
司、島田晴彦、館野勝
彦、加藤良衛、栁橋淳
子、岡本幸市、東海林
幹夫、山口晴保、酒井
保治郎、瓦林毅、甘利
雅邦、漆田優樹、柳泉
茉由莉、石川大介、反
町隼人、池田将樹、山
内洋子、内藤功、岩井
丈幸、高玉真、宮本直
子、森本奈緒子、増田
裕一、佐藤美恵、黒川
公平、矢嶋久徳、一ノ
瀬義雄、天野晶夫、田
村峻太郎、中村哲也、
高玉篤、遠藤朝美、諏
訪絢也、今井陽一、神

宮俊哉

－

54 前橋赤十字病院 371-0811 群馬県前橋市朝倉町389番地1 027-265-3333 http://www.maebashi.jrc.or.jp/ ○ 全診療科 各診療科担当医 －

55 前橋協立病院 371-0811 群馬県前橋市朝倉町８２８－１ 027-265-3511 － ○

内科
小児科

産婦人科
整形外科

眼科

主治医 －

56
やなぎさわ

ファミリークリニック
371-0811 群馬県前橋市朝倉町８９３－２ 027-265-0050 http://yanagisawa-fc.com/ ○ ○

内科、循環器内科、糖
尿病内科、小児科

柳沢三朗
前橋赤十字病院(前橋市朝倉町３８９－１)

群馬県立心臓血管センター(前橋市亀泉町甲３－１２)
前橋協立病院(前橋市朝倉町８２８－１)

57
小林内科・胃腸科クリ

ニック
371-0811 群馬県前橋市朝倉町930-3 027-290-3200 － ○ ○

内科
胃腸科、循環器科、呼

吸器科
小林　出

前橋赤十字病院（前橋市朝倉町389-1）
済生会前橋病院（前橋市上新田町564-1）

群馬県立心臓血管センター（前橋市亀泉町甲3-12）

58
みずしま脳神経内科・内

科クリニック
371-0014 群馬県前橋市朝日町1-25-7 027-289-6788

https://www.mizushima-
neurology.com

○ ○ 神経内科・内科 水島和幸 －

59 うめだ内科クリニック 379-2141 群馬県前橋市鶴光路町３９６－１ 027-212-0678 http://www.umeda-clinic.com/ ○
内科

小児科
梅田　遵 －

60 けやきクリニック 371-0802 群馬県前橋市天川町1666-1 027-263-1018 http://www.keyakiclinic.jp ○ ○ 内科 田中雅彦
前橋赤十字病院（群馬県前橋市朝倉町389-1）
群馬中央病院（群馬県前橋市紅雲町1-7-13）

61 金子クリニック 379-2164 群馬県前橋市東上野町20-1 027-212-5085 － ○ ○
内科
外科

金子達夫
前橋赤十字病院（前橋市朝倉町３８９－１）

群馬県済生会前橋病院（前橋市上新田町５６４－１）

62 前橋脳外科クリニック 371-0012 群馬県前橋市東片貝町720番地 027-221-8145 － ○ 脳神経外科
長屋　孝雄
富澤真一郎

－

63 家崎医院 371-0805 群馬県前橋市南町２－１０－１０ 027-221-7888 http://www.iesaki.com ○ 内科　胃腸内科 家崎桂吾
前橋赤十字病院（前橋市朝倉町389-1）

済生会前橋病院（前橋市上新田町564-1）
群馬中央病院（前橋市紅雲町1-7-13）

http://www.maebashi.jrc.or.jp/
http://yanagisawa-fc.com/
https://www.mizushima-neurology.com/
https://www.mizushima-neurology.com/
http://www.umeda-clinic.com/
http://www.keyakiclinic.jp/


64
医療法人　喜志会
ケン・クリニック

371-0805 群馬県前橋市南町3-11-2-4F 027-225-0015 － ○ 精神科 溝口　健介 －

65 下田内科医院 371-0805 群馬県前橋市南町3-64-13 027-221-3155
http://website2.infomity.net/844000

0014/
○ ○ 内科 下田　隆也 －

66 由上小児科医院 371-0017 群馬県前橋市日吉町1-21-5 027-231-3646 － ○ ○ 小児科 由上伸一郎
前橋赤十字病院（群馬県前橋市朝倉町389-1）
群馬中央病院（群馬県前橋市紅雲町1-7-13）

67 金古医院 371-0017 群馬県前橋市日吉町3-26-6 027-233-1131 http://kaneko-iin.jp/ ○ ○

肛門外科
消化器内科

胃腸科
内科

金古康 群馬中央病院（群馬県前橋市紅雲町1-7-13）

68 若宮内科 371-0017 群馬県前橋市日吉町4-44-47 027-234-6001 http://wakamiyaclin.byoinnavi.jp/ ○ 内科
山田　邦子
野村　博子

－

69 塙医院 371-0017 群馬県前橋市日吉町４−５ー５ 027-231-5348 https://www.hanawa.info ○ アレルギー科、内科 塙　光一
前橋赤十字病院（前橋市朝倉町389−１）
群馬中央病院（前橋市紅雲町1−7−13）

70 斉藤クリニック耳鼻科 371-0042 群馬県前橋市日輪寺町23－2 027-235-8880 － ○ ○ 耳鼻咽喉科 斉藤　淳一 －

71
医療法人富士たちばなク

リニック
371-0042 群馬県前橋市日輪寺町342-2 027-230-1155 https://www.sousyunkan.or.jp ○

内科
循環器科
呼吸器科

名倉　隆夫 －

72
医療法人　弘和会

吉松医院
371-0206 群馬県前橋市粕川町新屋246-2 027-285-2273 － ○ 内科

吉松　弘
吉松　安嗣

前橋赤十字病院 （前橋市朝倉町389番地1）
伊勢崎市民病院（群馬県伊勢崎市連取本町12-1）
群馬中央病院（前橋市紅雲町一丁目7番13号）

73
医療法人

吉田小児科医院
371-0837 群馬県前橋市箱田町395-3 027-253-7733 － ○ ○ 小児科 吉田　昭子

群馬中央病院（群馬県前橋市紅雲町1-7-13）
前橋赤十字病院（群馬県前橋市朝倉町389-1）

74 武田クリニック 371-0104 群馬県前橋市富士見町時沢1869-1 027-226-1114
https://itp.ne.jp/info/106765849003

860770/
○ ○

内科
小児科

牛久保　努 前橋赤十字病院（群馬県前橋市389-1）

75 町井耳鼻咽喉科 371-0801 群馬県前橋市文京町２－１４－６ 027-221-2551 　 ○ 耳鼻咽喉科 町井一史 －

76 はしづめ診療所文京町 371-0801 群馬県前橋市文京町2丁目10-26 027-220-5720
https://fdoc.jp/clinic/detail/index/i

d/166257/
○ ○ 内科 嶋田　靖 －

77 いまいずみ小児科 371-0023 群馬県前橋市本町1-11-8 027-220-1333 http://www.imaizumi-web.com ○ 小児科、内科、精神科
今泉友一

今泉千津子
前橋赤十字病院（群馬県前橋市朝倉町389-1）
群馬中央病院（群馬県前橋市紅雲町1-7-13）

78
医療法人社団松寿会

松山医院
371-0023 群馬県前橋市本町1-1-3　AMD1F 027-289-2121 http://e-matsuyamaiin.com ○ ○ 内科、皮膚科 松山　淳 －

79
医療法人社団 善衆会

善衆会病院
379-2115 群馬県前橋市笂井町54番地1 027-261-5410 http://www.zenshukai.com/ ○

整形外科、内科、泌尿
器科、外科

木村雅史、萩原敬一、
佐藤貴久、恩田啓、生
越敦子、柳澤真也、星
川直哉、面高拓矢、渡
邊隼人、金子聡也、谷
田部寛、生方幹夫、林
潤一、出浦洋、小屋紘
子、真下透、岡村桂
吾、富田光、相澤智
弘、牧泰宏、福島晴
夫、遠藤範之、他

－

80 渋川中央病院 377-0007 群馬県渋川市石原508-1 0279-25-1711 － ○
産婦人科

内科

菊地威史
松本操、北原徳之、田
村茂雄、菊地政貴、橋

田哲

－

http://kaneko-iin.jp/
http://wakamiyaclin.byoinnavi.jp/
http://www.imaizumi-web.com/
http://e-matsuyamaiin.com/


81
独立行政法人国立病院機

構渋川医療センター
377-0280 群馬県渋川市白井３８３ 0279-23-1010 https://shibukawa.hosp.go.jp/ ○ 要相談 各診療科担当医 －

82
群馬県立小児医療セン

ター
377-8577 群馬県渋川市北橘町下箱田７７９ 0279-52-3551 http://www.cmc.pref.gunma.jp/ ○

小児科、外科、心臓血
管外科、形成外科、整
形外科、耳鼻咽喉科、
脳神経外科、麻酔科、
放射線科、眼科、小児
精神科、リハビリテー

ション科、産科

外来診療部長
山田　佳之ほか

－

83 上之原病院 377-0055 群馬県渋川市北橘町上南室１６７番地５ 0279-52-2221 http://uenohara-hp.jp ○
精神科・神経科
心療内科・内科

田中　　毅、小林
寧、福地　英彰、矢内

功是
－

84
一般社団法人

伊勢崎佐波医師会病院
372-0024 群馬県伊勢崎市下植木町481番地 0270-24-0111 https://isesakisawa.gunma.med.or.jp ○

外科・内科・脳外科・
小児科

澁澤公行・吉田寿春・
荒井孝司・大島幸雄

－

85 おおたきクリニック 370-0114 群馬県伊勢崎市境新栄10-1 0270-50-0117 otaki-c.com ○ ○

内科
小児科
皮膚科

アレルギー科

大滝　雄造 伊勢崎佐波医師会病院（群馬県伊勢崎市下植木町481）

86 鶴谷病院 370-0117 群馬県伊勢崎市境百々421 0270-74-0670 https://www.tsurugaya.or.jp/ ○

内科

神経内科
呼吸器内科

救急科

外科

整形外科
耳鼻咽喉科

眼科
脳神経外科

鶴谷英樹、神田洋、月
岡大吾、関口賢一、斎
藤竜大、長沼文雄、金

井崇

田中聡一
増渕裕朗
鈴木智之

宮田展宏、鈴木隆男、
木下照彦、安藤裕之

岩城相光
飯田英基
秋山英雄
小暮哲夫

－

87
群馬県立精神医療セン

ター
379-2221 群馬県伊勢崎市国定町二丁目2374 0270-62-3311 http://www.gunma-seishin.jp/ ○ 精神科 各担当医 －

88 アベ眼科医院 372-0013 群馬県伊勢崎市上植木本町２５１８－２ 0270-25-0918
http://www.myclinic.ne.jp/abegannk

a/pc/
○ ○ 眼科 阿部友厚 伊勢崎市民病院（群馬県伊勢崎市連取町１２－１）

89 小倉医院 372-0021 群馬県伊勢崎市上諏訪町2013 0270-25-2850 http://hospital-4788..business.site/ ○
内科

小児科
小倉　薫 佐波医師会病院（伊勢崎市下植木町481）

90 岡本医院 372-0816 群馬県伊勢崎市西上之宮町131-1 0270-25-2504 http://okamoto-clinic.in.coocan.jp ○
循環器内科/糖尿病内

科
岡本栄一/岡本真由美

伊勢崎佐波医師会病院（伊勢崎市下植木町481）
伊勢崎市民病院（伊勢崎市連取本町12-1）

群馬県立心臓血管センター（前橋市亀泉町甲3-12）
前橋赤十字病院（前橋市朝倉町389-1）

群馬大学医学部附属病院（前橋市昭和町3-39-15)

91 佐藤小児科医院 372-0006 群馬県伊勢崎市太田町1083-5 0270-24-7111 https://miraie-he.jimdofree.com/ ○ ○ 小児科 佐藤みさを －

92 美原診療所 372-0048 群馬県伊勢崎市大手町1番1号 0270-25-0112 http://iari.jp ○
内科、脳神経内科、脳
神経外科　、糖尿病内

科

美原　樹、美原　盤、
美原　貫、村山義和、
荒井泰道、赤路和則、
谷崎義生、岡安裕之、
神澤孝夫、高尾昌樹、
大平雅之、佐鳥紀輔

－

93 大井戸診療所 379-2234 群馬県伊勢崎市東小保方町4005-1 0270-62-3333 http://www.ooido.net/ ○
内科

精神科
心療内科

大澤　誠
福嶋　令奈

伊勢崎佐波医師会病院
（群馬県伊勢崎市下植木町４８１）

https://shibukawa.hosp.go.jp/
http://www.cmc.pref.gunma.jp/
http://uenohara-hp.jp/
https://isesakisawa.gunma.med.or.jp/
http://www.gunma-seishin.jp/
http://www.myclinic.ne.jp/abegannka/pc/
http://www.myclinic.ne.jp/abegannka/pc/
http://hospital-4788..business.site/
http://okamoto-clinic.in.coocan.jp/
https://miraie-he.jimdofree.com/
http://iari.jp/


94 飯野医院 379-2231 群馬県伊勢崎市東町2517-8 0270-62-0176 － ○ ○ 内科
飯野行一

飯野美佐子
伊勢崎佐波医師会病院（群馬県伊勢崎市下植木町481）

伊勢崎市民病院（群馬県伊勢崎市連取町12-1）

95 もろメンタルクリニック 372-0033 群馬県伊勢崎市南千木町2521-1 027-75-2727 － ○
心療内科
精神科

毛呂　裕臣
毛呂　佐代子
新谷　宏伸

－

96
医療法人七省会

しおじまクリニック
372-0033 群馬県伊勢崎市南千木町２６３３－１ 0270-20-3616 http://shiojima-clinic.com/ ○ ○

消化器科
内科

塩島正之
塩島和美

伊勢崎佐波医師会病院
（群馬県伊勢崎市下植木町481）

97 余沢医院 372-0022 群馬県伊勢崎市日之出町 5-5 0270-24-9737 － ○ 内科 余沢　貴浩 伊勢崎佐波医師会病院 (群馬県伊勢崎市下植木町481)

98
医療法人日精堂

設楽耳鼻咽喉科医院
372-0041 群馬県伊勢崎市平和町25−30 0270-25-0909

https://isesakisawa.gunma.med.or.jp
/map/individual/sitara_jibi.htm

○ ○ 耳鼻咽喉科 設楽　直也 －

99
医療法人清仁会

石原医院
372-0034 群馬県伊勢崎市茂呂町1-552-2 0270-25-1150 https://www.ishiharaiin-cl.com/ ○

循環器科
内科

小児科

石原　仁一
石原　茂樹

－

100 もりむら内科 372-0812 群馬県伊勢崎市連取町364-2 0270-75-6201 https://morimura-clinic.com ○ 内科 森村　匡志 伊勢崎佐波医師会病院（伊勢崎市下植木町481）

101
医療法人　樹心会

角田病院
370-1133 群馬県佐波郡玉村町上新田675-4 0270-65-7171 http://www.tsunoda.or.jp ○ ○

内科
外科

整形外科
神経内科
皮膚科

各診療科担当医 －

102 関口医院 370-1301  群馬県高崎市新町2273−7 0274-42-0251 https://www.sekiguchi-iin.com ○ ○ 内科　小児科  関口哲郎 公立藤岡総合病院（群馬県藤岡市中栗須813-1）

103 じゅん内科 370-3534 群馬県高崎市井出町1548-5 027-388-0477 － ○ 内科 安部純 －

104 群馬リウマチクリニック 370-0004 群馬県高崎市井野町1040 027-370-5656 https://www.ra-inoue-hp.com/racl/ ○
リウマチ科、内科、整

形外科
黒岩卓、磯武信、野島

美久、米本由木夫
－

105 砂長胃腸科外科医院 370-3516 群馬県高崎市稲荷台町1305-1 027-373-2263 http:/www.sunaga-iin.com/ ○ 外科、胃腸科、内科 砂長博明 －

106 群馬病院 370-3516 群馬県高崎市稲荷台町136番地 027-373-2251 http://www.ph-gunma.com ○
精神科

心療内科
野島　照雄

他
－

107 武山クリニック 370-0841 群馬県高崎市栄町18-4 027-322-7027 － ○ 外科
武山　浩

武山　英美
－

108 佐藤小児科内科医院 370-0841 群馬県高崎市栄町27-13 027-322-4498 http://sato-clinic1959.com/ ○ ○ 内科・小児科 佐藤　秀樹 －

109 第一病院 370-0074 群馬県高崎市下小鳥町1277 027-362-1811 https://www.daiichi-hp.or.jp/ ○ 要相談 担当医 －

110 大塚医院 370-0074 群馬県高崎市下小鳥町62-11 027-360-3321 － ○ 内科 大塚　敏彦
高崎総合医療センター（群馬県高崎市高松町35）

日高病院（群馬県高崎市中尾町886）

111 乾内科クリニック 370-0076 群馬県高崎市下小塙町1635 027-343-3368 － ○ 内科

乾　正幸
乾　純和

近藤　裕子
大和田　進

－

112 赤城クリニック 370-0076 群馬県高崎市下小塙町327-2 027-340-7400 http://akagi-cl.com ○ 内科・リウマチ科
坂本　龍彦
冨澤　健史

－

https://isesakisawa.gunma.med.or.jp/map/individual/sitara_jibi.htm
https://isesakisawa.gunma.med.or.jp/map/individual/sitara_jibi.htm
https://www.ishiharaiin-cl.com/
https://www.sekiguchi-iin.com/
https://www.ra-inoue-hp.com/racl/


113
小児科メイメイくりにっ

く
370-0854 群馬県高崎市下之城町961 027-387-0733 https://meimei-c.com/ ○ ○ 小児科 坂元　壽恵 －

114 城南医院 370-0846 群馬県高崎市下和田町3-6-17 027-322-5760 https://www.jyonaniin.com/ ○ 内科 佐藤　哲郎 －

115 下和田クリニック 370-0846 群馬県高崎市下和田町4-7-8 027-322-4998 － ○ 泌尿器科・皮膚科 戸塚一彦 －

116 そはら内科 370-0042 群馬県高崎市貝沢町1535ｰ1 027-370-0011 https://soharanaika.com/ ○ ○ 内科・消化器内科 蘇原　直人 －

117 松島小児科医院 370-0042 群馬県高崎市貝沢町736-3 027-361-5823 msｈonika@jcom.home.ne.jp ○ 小児科 松島　宏 高崎総合医療センター（群馬県高崎市高松町36）

118 森内科クリニック 370-0087 群馬県高崎市楽間町31-3 027-343-7568 https://mori-cl.jp/ ○ ○
内科・呼吸器内科・循

環器内科
森　貴紀 高崎総合医療センター（群馬県高崎市高松町36）

119 医療法人　松本医院 370-2132 群馬県高崎市吉井町吉井１５６番地
027-387-2712
090-3342-4291

https://matsumotoiinn.business.site
/

○ ○
内科

小児科
松本　文和

公立藤岡総合病院（群馬県藤岡市中栗須813-1）
高崎総合医療センター（群馬県高崎市高松町36）

120 吉井中央診療所 370-2132 群馬県高崎市吉井町吉井415-1 027-387-5889 http://www.yoshiicc.or.jp/ycc/ ○ 内科
増田　卓之
功刀　正吏

公立藤岡総合病院（藤岡市中栗須813-1）
高崎総合医療センター（高崎市高松町36）

121 医療法人　飯塚外科医院 370-2133 群馬県高崎市吉井町吉井川353 027-387-2711 － ○ ○
整形外科

内科
飯塚　久晴 －

122 田路クリニック 370-2104 群馬県高崎市吉井町馬庭５７１−１ 027-388-3527
http://www6.plala.or.jp/touji/index.h

tml
○ ○

内科
小児科
胃腸科

田路　了
公立藤岡総合病院（群馬県藤岡市中栗須813-1）
高崎総合医療センター（群馬県高崎市高松町36）

123 乾小児科内科医院 370-0828 群馬県高崎市宮元町207 027-322-3252 https://inui-iin.com/ ○
内科

小児科

乾　恵輔

乾　宏行
高崎総合医療センター（群馬県高崎市高松町36）

124 橘内科医院 370-0828 群馬県高崎市宮元町273 027-322-3133 － ○ ○ 内科 橘　正道 －

125 三愛クリニック 370-3511 群馬県高崎市金古町1758 027-373-3111 － ○
消化器内科
消化器内科

市村茂輝
酒井良典

－

126
リーフこども

アレルギークリニック
370-3511 群馬県高崎市金古町53-1 027-388-8111 http:/wwwleaf-kodomo.com ○ 小児科 佐藤哲 －

127 矢崎医院 370-0883 群馬県高崎市剣崎町1049 027-344-3511 yazakikai@mail.gunma.med.or.jp ○ 産婦人科
矢崎　克巳
矢崎　　聡

－

128 ひうら医院 370-0883 群馬県高崎市剣崎町1155-1 027-344-1175 https://www.hiura-cl.jp ○ 小児科 柏木　　好 －

129 高木医院 370-0046 群馬県高崎市江木町113 027-322-1540 － ○ 循環器内科・内科 高木　高人 －

130
耳鼻咽喉科はるクリニッ

ク
370-0046 群馬県高崎市江木町230-1 027-384-3387 http://haruclinic33.byoinnavi.jp/pc/ ○ ○ 耳鼻咽喉科 塚田　晴代

前橋赤十字病院（群馬県前橋市朝倉町389-1）
高崎総合医療センター（群馬県高崎市高松町36）
群馬中央病院（群馬県前橋市紅雲町1丁目7-13）

131 吉田内科 370-0046 群馬県高崎市江木町273-4 027-326-6210
http://www7a.biglobe.ne.jp/~yoshida

naika/
○ 内科

吉田　秀忠
吉田　忠義

－

132 うえはらクリニック 370-0043 群馬県高崎市高関町354-1 027-322-4965 http://m-uehara.byoinnavi.jp/pc/ ○
内科・消化器内科

精神科・診療内科

植原　政弘
植原　大介

植原　政弘
植原　睦美

－

http://www.yoshiicc.or.jp/ycc/
http://www6.plala.or.jp/touji/index.html
http://www6.plala.or.jp/touji/index.html


133 高崎中央病院 370-0043 群馬県高崎市高関町498-1 027-323-2665 https://takasakichuo.harunacoop.jp/ ○ ○
内科

小児科
外科

渋谷　功
鈴木　隆

小林　正則
－

134 やまなクリニック 370-1213 群馬県高崎市山名町283-1 027-350-5777 － ○ ○ 内科 堀内　大太郎 －

135
独立行政法人国立重度知
的知的障害者総合施設の

ぞみの園 診療所
370-0865 群馬県高崎市寺尾町2120-2 027-320-1327 － ○

内科
精神科

瀬川　徹
成田秀幸

－

136 寺尾こどもクリニック 370-0865 群馬県高崎市寺尾町2659-1 027-324-7788 https://www.terao-cl.com/ ○ ○ 小児科
江原　弘佳
江原　佳史
池尻　佳奈

－

137 櫻井医院 370-0035 群馬県高崎市柴崎町1213-2 027-352-1270 http://sakurai-crc.org/ ○ ○ 内科 櫻井　繁樹 －

138 小倉クリニック 370-0035 群馬県高崎市柴崎町60-11 027-352-1811 https://www.ogura-clinic.com/ ○ ○ 内科 小倉　道郎 高崎総合医療センター（群馬県高崎市高松町36）

139 高崎ペインクリニック 370-0035 群馬県高崎市柴崎町字天王前1497 027-353-0900 － ○ ○

ペインクリニック

頭痛外来

宮下　興
石倉　秀昭

茂木　僚一郎

宮下　興

－

140 牧元医院 370-0064 群馬県高崎市芝塚町1845-2 027-322-3623 － ○ ○ 呼吸器科 牧元　毅之 －

141 耳鼻咽喉科角田医院 370-0836 群馬県高崎市若松町145 027-325-8844 　 ○ ○ 耳鼻咽喉科 片平　　文 高崎総合医療センター（群馬県高崎市高松町36）

142 こやぎ内科 370-0071 群馬県高崎市小八木町2031-6 027-365-5897 － ○ ○ 内科 塚越　正章 －

143 静内科 370-0071 群馬県高崎市小八木町799-1 027-370-0777 https://www.shizukanaika.com ○ ○ 内科・循環器内科 静　毅人 高崎総合医療センター（群馬県高崎市高松町36）

144 西村医院 370-0068 群馬県高崎市昭和町142-6 027-388-1811 http://www.nishimura-iin.com/ ○ 内科・循環器科 西村　茂 －

145 サンピエール病院 370-0857 群馬県高崎市上佐野町786-7 027-347-1177
http://www.st-

pierre.or.jp/index.html
○ 全科 各科医師 －

146 もてき脳神経外科 370-0077 群馬県高崎市上小塙町567 027-343-7788 suika@suika.or.jp ○ ○
脳神経外科・内科
神経内科・内科

茂木　元喜
石黒　幸司

－

147 上大類病院 370-0031 群馬県高崎市上大類町759 027-352-1019
http://www.juuyakukai.or.jp/hp/inde

x.html
○ ○

小児科
内科

矢島　晶子
矢島　祥吉
加藤　美佐

－

148 ふじえ内科医院 370-0027 群馬県高崎市上滝町321 027-352-7800 http://www.fujie.jp/clinic/sp/ ○ ○
内科・循環器科・消化

器科
藤江　正雄 高崎総合医療センター（群馬県高崎市高松町36）

149
上中居ファミリークリ

ニック
370-0851 群馬県高崎市上中居町411 027-326-4155 https://www.kaminakaifamily.com/ ○ ○

内科・呼吸器内科・ア
レルギー科

小児科

清水　雄至

清水　清美
高崎総合医療センター（群馬県高崎市高松町36）

150 豊泉クリニック 370-0851 群馬県高崎市上中居町416 027-326-2933 － ○ 婦人科 佐々木　弘美 産科婦人科舘出張佐藤病院（群馬県高崎市若松町96）

151 なみえクリニック 370-0801 群馬県高崎市上並榎町417 027-362-5808 http://www.namieclinic.com/ ○ ○ 消化器内科・内科 柿沼　臣一 高崎総合医療センター（群馬県高崎市高松町36）

152 土岐内科医院 370-3345 群馬県高崎市上里見町1650-1 027-374-1278 － ○
内科
内科

土岐宗利
土岐譲

－



153 ひだまり診療所 370-0867 群馬県高崎市乗附町1444-2 027-384-8113 www.hidamaricl.jp ○ 内科 担当医 －

154 城山クリニック 370-0866 群馬県高崎市城山町2-2-8 027-327-2759 － ○ ○
内科

小児科

西野　　宏

西野　仁美
－

155 えんどう皮ふ科 370-1301 群馬県高崎市新町2152-11天田ビル1階 0274-40-3333 － ○ 皮膚科 遠藤　顕子 公立藤岡総合病院（群馬県藤岡市中栗須813-1）

156 田中眼科医院 370-1301 群馬県高崎市新町78 0274-42-5578
http://www2.wind.ne.jp/tanakaganka

/
○ 眼科 田中　隆行 藤岡総合病院（群馬県藤岡市中栗須813番地1）

157 真下クリニック 370-0018 群馬県高崎市新保町1103-1 027-370-6511 mashimouoed@at.wakwak.com ○ 泌尿器科 眞下　正道
日高病院（群馬県高崎市中尾町886）
黒沢病院（群馬県高崎市矢中町187）

158 宇都木医院 370-3512 群馬県高崎市西国分町139-3 027-372-1404 utsugi-clinic.com ○
内科
眼科

宇都木敏浩
宇都木憲子

－

159 野口病院 370-0067 群馬県高崎市請地町38番地 027-322-2288 http://med.wind.ne.jp/noguchi/ ○

外科、消化器外科、肛
門科

整形外科

野口俊昭
小沢良之

野口俊康

－

160 いわた内科クリニック 370-0864 群馬県高崎市石原町4171 027-327-1241 － ○ ○ 内科 岩田　展明 高崎総合医療センター（群馬県高崎市高松町36）

161 双葉胃腸内科クリニック 370-0843 群馬県高崎市双葉町9-16 027-388-8592 http://futaba-ichonaika.com ○ 内科 中曽根　豊 －

162 大山小児科医院 370-1201 群馬県高崎市倉賀野町2044-1 027-346-0880 － ○ ○ 小児科 大山　碩也 －

163 善如寺医院 370-1201 群馬県高崎市倉賀野町453-19 1階 027-346-2382 https://seimeikai-zennyojiiin.jp ○ ○

内科

小児科

眼科

善如寺　恵子

善如寺　明子

清水　千尋

－

164 耳鼻いんこう科伊藤医院 370-1201 群馬県高崎市倉賀野町798-12 027-346-2485 － ○ 耳鼻いんこう科 伊藤　和也 －

165 野邑医院 370-3402 群馬県高崎市倉渕町三之倉502-5 027-378-3213 － ○ 内科 野邑陽二 －

166 松本医院 370-0811 群馬県高崎市相生町35 027-322-5913
http://www.myclinic.ne.jp/matsumcl

/pc/
○ ○ 内科 松本　幹生 －

167 黛皮膚科医院 370-0805 群馬県高崎市台町27-4 027-324-0417 www.mayuzumihifuka.com ○ 皮膚科 黛　　暢恭 －

168 かみおこどもクリニック 370-0805 群馬県高崎市台町35-2 027-315-3741 mail@kamiokodomo.clinic ○ 小児科 神尾　綾乃 －

169 北高崎クリニック 370-0803 群馬県高崎市大橋町158 027-322-2707 https://kitatakasaki-clinic.com/ ○ 内科 太田　直樹 －

170 貝瀬医院 370-0012 群馬県高崎市大沢町202-4 027-352-1337 － ○ 内科 貝瀬　宏 －

171
よしだ消化器内科クリ

ニック
370-0072 群馬県高崎市大八木町1797 027-388-1079 http://yoshida.life.coocan.jp/ ○ 内科・消化器内科 吉田　雅義 －

172 耳鼻咽喉科田中医院 370-0838 群馬県高崎市鍛冶町43 027-322-2604 http://tanaka-jibi.jp/ ○ 耳鼻咽喉科 田中　聖
前橋赤十字病院（群馬県前橋市朝倉町389-1）

群馬中央病院（群馬県前橋市紅雲町1丁目7-13）

173 小野垣医院 370-0852 群馬県高崎市中居町3-39-2 027-352-2233 http://www.onogaki-clinic.jp/ ○ ○ 内科 小野垣　義男 高崎総合医療センター（群馬県高崎市高松町36）

174 大西眼科 370-0852 群馬県高崎市中居町4-7-7 027-353-1303 － ○ 眼科 大西　直人 －

http://www2.wind.ne.jp/tanakaganka/
http://www2.wind.ne.jp/tanakaganka/
http://med.wind.ne.jp/noguchi/


175 榛名荘病院 370-3347 群馬県高崎市中室田町5989 027-374-1135
http://www.harunaso.or.jp/harunaso

u/
○

内科
整形外科

外科
皮膚科
眼科

外来担当医 －

176 平成日高クリニック 370-0001 群馬県高崎市中尾町807-1 027-361-1215 － ○ 各科 各科担当医 －

177 水内外科内科医院 370-0874 群馬県高崎市中豊岡町35-1 027-323-4950 http://mizuuchi-clinic.com/ ○ ○ 内科 水内　整 －

178 通町診療所 370-0053 群馬県高崎市通町143-2 027-322-6534 https://torimachi.harunacoop.jp/ ○ ○
内科

小児科

平　洋,櫻井康喜,池田
敏子,佐藤　篤,伊藤通
敏,深澤昭治,松尾良子

平　洋

高崎中央病院（群馬県高崎市高関町143-2）

179
吉浜内科小児科クリニッ

ク
370-0848 群馬県高崎市鶴見町9-3 027-322-5865 https://www.yoshihama-clinic.jp/ ○ ○ 内科 吉浜　豊 高崎総合医療センター（群馬県高崎市高松町36）

180
よしざわこどもクリニッ

ク
370-3521 群馬県高崎市棟高町1497-4 027-350-3741 http://www.ykodomo.jp/ ○ ○ 小児科 吉澤　幸弘 －

181 あすなろクリニック 370-3521 群馬県高崎市棟高町1675-550 027-372-8060 asunaro-cl.jp ○ ○ 内科 山田敬之 －

182 林クリニック 370-3521 群馬県高崎市棟高町889-13 027-373-1615 http:/www.hayasiclinic.com ○
内科、消化器内科皮膚

科
林信義 －

183
高崎健康福祉大学附属ク

リニック
370-0036 群馬県高崎市南大類町2002 027-388-8840 https://www.kendai-clinic.jp/ ○

内科

整形外科

長嶺　竹明

萩原　明彦

黒沢病院附属ヘルスパーククリニック
（群馬県高崎市矢中町188）

184 高瀬クリニック 370-0036 群馬県高崎市南大類町885-2 027-353-1156 https://takase-clinic.com ○
循環器内科

心臓血管外科
交代制 －

185 真中記念クリニック 370-0036 群馬県高崎市南大類町886-1 027-352-7211 － ○ 整形外科
家坂　一穂
平山　隆久

－

186
耳鼻咽喉科古川雅子診療

室
370-0849 群馬県高崎市八島町222 027-322-1415 － ○ ○ 耳鼻咽喉科 古川　雅子 －

187 大原病院 370-0063 群馬県高崎市飯玉町46 027-362-5800 － ○ ○ 内科 大原　緑 －

188 だるま眼科 370-0069 群馬県高崎市飯塚町1055-1 027-381-8915 http://daruma-ganka.com/ ○ 眼科
田邉　祐資
田邉　智子

－

189 小泉重田小児科 370-0069 群馬県高崎市飯塚町1285 027-362-5811 https://www.koizumi-shigeta.or.jp/ ○ 小児科・アレルギー科 重田　政樹 高崎総合医療センター（群馬県高崎市高松町36）

190 佐藤呼吸器科医院 370-0069 群馬県高崎市飯塚町253-1 027-362-5122 http://satoh-iin.com/ ○ 内科 佐藤　圭 －

191 浜尻クリニック 370-0005 群馬県高崎市浜尻町216-5 027-363-8311 https://www.hamajiri-cl.com ○ ○
小児科・内科・腎臓内
科・アレルギー科

冨澤　滋
冨澤　健史

高崎総合医療センター（群馬県高崎市高松町36）

192 西岡医院 370-0081 群馬県高崎市浜川町1935 027-344-2252
http://www.nishiokaclinic.sakura.ne.j

p
○ 内科 西岡　正樹 －

193 大山医院 370-0081 群馬県高崎市浜川町2242-1 027-343-6036 https://www.ohyama-iin.jp/ ○
循環器内科・呼吸器内

科・内科
大山　敬世 第一病院（群馬県高崎市下小鳥町1277）

194 森田クリニック 370-0081 群馬県高崎市浜川町278-1 027-344-2030 http://moritaclinic.jp/ ○ ○ 内科・外科 森田　廣樹 －

http://www.harunaso.or.jp/harunasou/
http://www.harunaso.or.jp/harunasou/
http://www.ykodomo.jp/


195 松岡病院 370-0862 群馬県高崎市片岡町1-17-31 027-323-0954 － ○ ○ 内科 松岡　  隆 －

196 弓皮ふ科医院 370-0862 群馬県高崎市片岡町1-5-3 027-322-2013 http://med.wind.ne.jp/~yumi/ ○ 皮膚科 鈴木　弓 －

197 丸山眼科医院 370-0862 群馬県高崎市片岡町2-6-3 027-322-7178 https://clinic-smiledesign.com/ ○ 眼科
丸山　博信

相澤　百合香
高崎総合医療センター（群馬県高崎市高松町36）

198
関越中央病院

地域ケアセンター診療所
370-3513 群馬県高崎市北原町29 027-373-4088

www.kan-eteu-hospital.com/care-
center/clinic/

○ 内科、消化器内科 前田光久 －

199 山内医院 370-0842 群馬県高崎市北双葉町7-5 027-322-6338
http://www.yamauchi-medical-

office.com
○ ○ 内科・循環器内科 山内　康彦 －

200 細谷医院 370-3334 群馬県高崎市本郷町1443-1 027-343-6010 hosoya/ciao.jp ○ 内科 細谷剛 －

201 土岐医院 370-3334 群馬県高崎市本郷町65-1 027-343-6003 － ○
内科、小児科

内科

土岐文彰

土岐文武
土岐尚子

－

202 桐山クリニック 370-0065 群馬県高崎市末広町235-8 027-310-1234 https://www.kiriyamaclinic.jp ○ ○
消化器内科・胃腸内

科・内科
桐山　真典 －

203 中島クリニック 370-0065 群馬県高崎市末広町85-1 027-323-2077
http://www.asahi-net.or.jp/~QV7T-

NKJM/
○ ○ 外科・胃腸内科 中島　透 －

204
上芝ファミリークリニッ

ク
370-3104 群馬県高崎市箕郷町上芝183-3 027-360-7235 － ○ 内科 西野道夫 －

205 おかじょうクリニック 370-1207 群馬県高崎市綿貫町1918-7 027-395-6116 https://okajo-clinic.com/ ○ ○ 内科 岡上　準 －

206 黒沢病院 370-1203 群馬県高崎市矢中町187 027-352-1166 http://wwｗ.bishinkai.or.jp ○

泌尿器科、脳神経外
科、外科、内科、整形
外科、皮膚科、婦人
科、歯科、口腔外科

伊藤一人、小倉治之、
大木亮、曲友弘、古谷
洋介、馬場恭子、大森
重宏、小倉丈司、木幡
一磨、福岡真惟、平木
修一、町田優、松本

健、錦戸崇、高橋徹、
山岸高宏

黒沢病院附属ヘルスパーククリニック（群馬県高崎市矢
中町188）

207
黒沢病院附属

ヘルスパーククリニック
370-1203 群馬県高崎市矢中町188 027-352-1111 http://wwｗ.bishinkai.or.jp ○

泌尿器科、脳神経外
科、外科、乳腺外科、
内科、循環器内科、整
形外科、皮膚科、婦人
科、歯科、歯科口腔外

科

黒澤功、伊藤一人、小
倉治之、大木亮、曲友
弘、古谷洋介、馬場恭
子、大森重宏、小倉丈
司、中島まゆ、木幡一
磨、武山英美、田口正
毅、栗原照昌、平木修
一、佐藤裕一、石井秀
和、矢島義昭、町田
優、松本健、太田英
孝、錦戸崇、浅香有
紀、上野亜矢、高橋

徹、山岸高宏、中村英
玄、正田晃基、米本由
木夫、岡村興一、岡愛
菜、上原顕仁、浅野目
和広、岸東彦、河内奈

穂子

黒沢病院（群馬県高崎市矢中町187）

208 小児科佐藤医院 370-0815 群馬県高崎市柳川町4 027-322-2145 gum0@m6.dion.ne.jp ○ ○ 小児科 佐藤　英生 －

209 小泉小児科医院 370-0826 群馬県高崎市連雀町127 027-322-3985 https://www.koizumi-clinic.jp/ ○ ○ 小児科 富田　桂子 －

210 うめやま医院 370-0826 群馬県高崎市連雀町133 027-328-5500 https://umeyama.jp ○ ○ 泌尿器 梅山　知一 －

http://www.bishinkai.or.jp/
http://www.bishinkai.or.jp/


211 小林医院 370-0839 群馬県高崎市檜物町120-2 027-322-5262 － ○ 心療内科 小林　洋一 －

212 吉川医院 370-0839 群馬県高崎市檜物町149 027-323-1802 － ○ 内科 吉川　守也 －

213 正田病院 379-0116 群馬県安中市安中1-16-32 027-382-1123 https://www.shodahospital.jp/ ○ 内科、外科、整形外科
正田弘一、原口通比

古、藤田欣一
－

214 あやこまごころ診療所 379-0127 群馬県安中市磯部4-13-18 027-388-1180 － ○ 内科、糖尿病内科 原田文子 －

215 ながしま小児科 379-0129 群馬県安中市下磯部1019-1 0278-382-6063 － ○ ○ 小児科 長嶋完二
高崎総合医療センター（群馬県高崎市高松町36）
公立富岡総合病院（群馬県富岡市富岡2073-1）

216
医療法人　裕心会

いわい中央クリニック
379-0112 群馬県安中市岩井2465-1 027-381-2201 http://www.iwaichuo.com/ ○ ○

内科
外科

皮膚科
内視鏡内科

腎臓泌尿器科

神保裕之
外處真道

－

217 櫻井内科医院 379-0135 群馬県安中市郷原130-5 027-3282-1124 － ○ 内科 櫻井炳一郎 －

218
公益財団法人　群馬慈恵

会　松井田病院
379-0221 群馬県安中市松井田町新堀1300-1 027-393-1301 https://www.matsuida-hp.com ○

内科
外科

整形外科
耳鼻いんこう科

高橋好一、高橋哲史、
田口治、青木剛、岡野
孝雄、荒巻哲夫、小板

橋佐知子

－

219
医療法人

飯塚クリニック
375-0012 群馬県藤岡市下戸塚185番地4 0274-40-4400

http://fujiokatano.jp/archives/medic
alinstitution/飯塚クリニック

○ ○
内科

循環器内科
飯塚　利夫 公立藤岡総合病院（群馬県藤岡市中栗須８１３番地１）

220 篠塚病院 375-0017 群馬県藤岡市篠塚105-1 0274-23-9261 http://www.shinozuka-hp.or.jp ○
神経内科

内科

相原優子
田中　真
相原　康

－

221 秋山医院 375-0021 群馬県藤岡市小林748-8 0274-22-8315 http://www.akiyama-cl.com/ ○ ○ 内科 秋山　典夫 公立藤岡総合病院（藤岡市中栗須813-1）

222 深沢内科医院 375-0013 群馬県藤岡市上戸塚142-1 0274-22-6555 http://fujiokatano.jp/ ○ 内科 深沢　和浩 －

223 藤生皮膚科 375-0054 群馬県藤岡市上大塚330-19 0274-24-0160 － ○ 皮膚科 藤生　善一 公立藤岡総合病院（群馬県藤岡市中栗須813-1）

224 島田クリニック 375-0053 群馬県藤岡市中大塚172-7 0274-23-0005 － ○ 内科 島田明仁 公立藤岡総合病院（群馬県藤岡市中栗須813-1）

225 あいおいクリニック 375-0024 群馬県藤岡市藤岡2113-1 0274-24-8811 https://fujioka-aioi-clinic.jp ○ ○ 内科 高木智恵子 公立藤岡総合病院（群馬県藤岡市中栗須813-1）

226 よしだ内科クリニック 375-0055 群馬県藤岡市白石840-2 0274-50-8958 － ○ ○ 内科 吉田恭 公立藤岡総合病院（群馬県藤岡市中栗須813-1）

227 上野村へき地診療所 370-1616 群馬県多野郡上野村乙父630-1 0274-59-2034 － ○ 内科 土肥清志 －

228 神流町国保中里診療所 370-1602 群馬県多野郡神流町神ケ原430-1 0274-58-2201
http://fujiokatano.jp/archives/medic

alinstitution/中里診療所
○

内科
小児科

田口　浩平 公立藤岡総合病院（群馬県藤岡市中栗須813-1）

229 万場診療所 370-1504 群馬県多野郡神流町大字万場44-3 0274-57-2018 － ○
内科

小児科
田中　雅史 －

230 須藤医院 370-2343 群馬県富岡市七日市1083 0274-63-1461
http://www.suto-

clinic.com/pc/index.html
○ ○ 外科・内科 須藤謙一 富岡総合病院（群馬県富岡市富岡2073番地１）

231 公立七日市病院 370-2343 群馬県富岡市七日市643 0274-62-5100 http://www.nano-hosp.jp/ ○
内科

皮膚科
外来担当医 －

https://www.shodahospital.jp/
http://www.iwaichuo.com/
http://fujiokatano.jp/archives/medicalinstitution/飯塚クリニック
http://fujiokatano.jp/archives/medicalinstitution/飯塚クリニック
http://www.akiyama-cl.com/
http://fujiokatano.jp/
https://fujioka-aioi-clinic.jp/
http://fujiokatano.jp/archives/medicalinstitution/中里診療所
http://fujiokatano.jp/archives/medicalinstitution/中里診療所
http://www.suto-clinic.com/pc/index.html
http://www.suto-clinic.com/pc/index.html
http://www.nano-hosp.jp/


232 ゆうあい整形外科 370-2315 群馬県富岡市曾木543 0274-67-5211
http://website2.infomity.net/844000

0046/
○ 整形外科 加納竜太 公立富岡総合病院（群馬県富岡市富岡2073番地1）

233 細谷クリニック 370-2316 群馬県富岡市富岡1375 0274-62-4321 － ○ 内科

冨澤　貴
金重　高明

佐々木　康之
塩澤　堯夫
壁谷　建志

公立富岡総合病院(群馬県富岡市富岡2073-1)

234 アライクリニック 370-2316 群馬県富岡市富岡1423 0274-62-1521 http://www.arai-clinic.or.jp/ ○ ○ 内科
新井　哲

(アライ サトシ)
公立富岡総合病院(群馬県富岡市富岡2073番地１)

235 公立富岡総合病院 370-2393 群馬県富岡市富岡2073-1 0274-63-2111 http://www.tomioka-hosp.jp/ ○

内科,小児科,外科,整
形外科,脳神経外科,皮
膚科,泌尿器科,産婦人
科,眼科,耳鼻咽喉科,
循環器科,精神科

,消化器科,神経内科,
麻酔科,歯科口腔外科

外来担当医 －

236 大沢クリニック 370-2603 群馬県甘楽郡下仁田町馬山5915-1 0274-60-3030 － ○ ○ 内科 大澤 歩 公立富岡総合病院（群馬県富岡市富岡2073-1）

237 原医院 370-2216 群馬県甘楽郡甘楽町金井南453 0274-74-5656 http://hara-iin.com/ ○ ○
内科

小児科
原捷平・杉本弥子 公立富岡総合病院（群馬県富岡市富岡2073-1）

238 庭谷クリニック 370-2214 群馬県甘楽郡甘楽町大字庭谷468-1 0274-89-4005
http://www.myclinic.ne.jp/niwaya/p

c/
○ ○ 内科、小児科 岩下 公立富岡総合病院（群馬県富岡市富岡2073-1）

239
医療法人小河原会
こがはらクリニック

370-2213 群馬県甘楽郡甘楽町白倉622-1 0274-70-4066
https://tomiokakanra.gunma.med.or.j

p/medical_institution/
○ ○

内科、消化器内科、神
経内科、小児科

小河原一成 －

240 安藤医院 370-2212 群馬県甘楽郡甘楽町福島110-5 0274-74-7717 http://www.andomed.jp/ ○ ○
内科

皮膚科
安藤　達夫
安藤　浩代

－

241 とみおか心療クリニック 370-2212 群馬県甘楽郡甘楽町福島775-1 0274-67-7830 http://tmc7830.jp ○
精神科

心療内科
二階堂　恭太 －

242
医療法人　俊有会

もみの木こどもクリニッ
ク

370-2212 群馬県甘楽郡甘楽町福島818-4 0274-67-1040 http://mominoki-kids.com/ ○ ○ 小児科 菊池　修 公立富岡総合病院（群馬県富岡市富岡2073-1）

243 中山診療所 377-0702 群馬県吾妻郡高山村中山230-1 0279-70-5007 － ○ 外科、内科 荻原裕之
原町赤十字病院（吾妻郡東吾妻町原町698）

渋川医療センター（渋川市白井383）

244 布施医院 377－1711 群馬県吾妻郡草津町草津462－58 0279－88－2030 http://www.fuseclinic.jp ○ 内科 布施　正博 －

245 吾妻さくら病院 377-0423 群馬県吾妻郡中之条町大字伊勢町782-1 0279-75-3011 http://www.a-sakurahosp.com ○ 内科 於川通隆 －

246 四万へき地診療所 377-0601
群馬県吾妻郡中之条町大字四万国有林30林班イ小

班
0279-64-2036 － ○ 内科 富田　康雅 原町赤十字病院（群馬県吾妻郡東吾妻町大字原町698）

247

公益社団法人 群馬県医師
会

群馬リハビリテーション
病院

377-0541 群馬県吾妻郡中之条町大字上沢渡2136 0279-66-2121 https://reha.gunma.jp/ ○

内科
整形外科

リウマチ科
神経内科

西　勝久、中村　俊
介、長嶋　和明、眞塩
清、西野目　昌宏、神
山　愛沙香、野﨑　達
也、坂根　英夫、長嶋

和明

－

248 長野原町へき地診療所 377-1412 群馬県吾妻郡長野原町大字応桑1449-2 0279-85-2259
http://www.town.naganohara.gunma.j

p
○ 内科 金子　稔 －

http://website2.infomity.net/8440000046/
http://website2.infomity.net/8440000046/
http://www.arai-clinic.or.jp/
http://www.tomioka-hosp.jp/
http://hara-iin.com/
http://www.myclinic.ne.jp/niwaya/pc/
http://www.myclinic.ne.jp/niwaya/pc/
http://www.andomed.jp/
http://tmc7830.jp/
http://mominoki-kids.com/
http://www.fuseclinic.jp/
http://www.a-sakurahosp.com/
https://reha.gunma.jp/
http://www.town.naganohara.gunma.jp/
http://www.town.naganohara.gunma.jp/


249 西吾妻福祉病院 377-1308 群馬県吾妻郡長野原町大字大津746-4 0279-83-7111 https://www.nawh.jp/ ○

内科 循環器科 小児科
外科 整形外科 脳神経
外科 泌尿器科 産婦人
科 リハビリテーショ

ン科 放射線科

病院長　三ツ木禎尚
他

－

250 櫻井医院 377-1304 群馬県吾妻郡長野原町大字長野原1585-1 0279-82-3999 － ○
外科
内科

櫻井　輝久 －

251
嬬恋村国民健康保険診療

所
377-1526 群馬県吾妻郡嬬恋村大字三原458-1 0279-97-3020 － ○ 内科 伊瀨知 敦

原町赤十字病院（群馬県吾妻郡東吾妻町大字原町698）
西吾妻福祉病院（群馬県吾妻郡長野原町大字大津746-

4）

252 小池医院 377-0815 群馬県吾妻郡東吾妻町岩下1749 0279-67-2030 － ○ ○ 内科
小池脩夫
中尾雅美

－

253 吾妻脳神経外科循環器科 377-0801 群馬県吾妻郡東吾妻町大字原町760番地1 0279-68-5211
https://kijokai.or.jp/agatsuma-

nouge/
○

内科、脳神経外科、神
経内科、心臓血管外

科、循環器内科、消化
器内科、リハビリテー

ション科

久保田一雄
各科担当医

－

254
東吾妻町国民健康保険診

療所
377-0302 群馬県吾妻郡東吾妻町大字箱島１２６６番地２ 0279-59-3010

http://www1.town.higashiagatsuma.g
unma.jp

○ 内科 堀口　英 －

255 沼田クリニック 378－0014 群馬県沼田市栄町61番地3 0278－22－1188 https://kijokai.or.jp/numata-clinic/ ○

内科
脳神経外科

心臓血管外科
他要相談

森平　和明
三輪　好宏

256
沼田脳神経外科循環器科

病院
378-0014 群馬県沼田市栄町８番地 0278-22-5052 https://kijokai.or.jp/numata-nouge/ ○

脳神経外科
他要相談

各担当医 －

257 内田病院 378-0005 群馬県沼田市久屋原町345-1 0278-23-1231 http://www.taiseikai-group.com ○ 内科 田中　志子 －

258
むらた耳鼻咽喉科クリ

ニック
387-0056 群馬県沼田市高橋場町２０５９－８ 0278-25-9003 http://murata-ent.jp/ ○ 耳鼻咽喉科 村田　考啓 －

259 利根中央病院 378-0012 群馬県沼田市沼須町910-1 0278-22-4321 https://www.tonehoken.or.jp/ ○

内科、総合診療科、小
児科、整形外科、脳神
経外科、外科、皮膚

科、産婦人科、泌尿器
科、精神科、眼科、耳

鼻咽喉科

大塚隆幸
他

利根中央診療所（群馬県沼田市西原新町1864-2）
片品診療所（群馬県利根郡片品村大字鎌田3946-67）

260
利根保健生活協同組合

利根中央診療所
378-0054 群馬県沼田市西原新町1864-2 0278-24-1202

https：//www.tonehoken.or.jp
/tonehoken-kumiai/

○ 内科
小林　正人
長坂　一三

利根保健生活協同組合　利根中央病院
（群馬県沼田市沼須町910-1）

261 群馬パース病院 378-0113 群馬県利根郡川場村生品1861 0278-52-2141 http://www.hotaka.or.jp/hospital/ ○
内科

國元　文生、高野　弘
康、山口　経男、佐田
充、六本木　隆、高橋

篤、湯本　真人

利根中央病院（群馬県沼田市沼須町910-1）
沼田病院（378-0051沼田市上原町1551-4）

262 上牧温泉病院 379-1311 群馬県みなかみ町石倉１９８－２ 0278-72-5858 http://www.kamimoku-spa-hp.com/ ○
内科

整形外科
丸山　秀樹ほか
入内島崇紀ほか

－

263 さとう小児科クリニック 376-0002 群馬県桐生市境野町６丁目１４３８－１ 0277-43-3134 － ○ ○ 小児科 佐藤文有子 太田記念病院（群馬県太田市大島町４５５－１）

264 北川内科クリニック 376-0023 群馬県桐生市錦町2-12-2 0277-44-7706 － ○ ○
内科

消化器内科
北川泰久

桐生厚生総合病院（群馬県桐生市織姫町6番3号）
東邦病院（群馬県みどり市笠懸町阿左美1155）

恵愛堂病院（群馬県みどり市大間々町大間々504-6）

https://www.nawh.jp/
https://kijokai.or.jp/agatsuma-nouge/
https://kijokai.or.jp/agatsuma-nouge/
http://www1.town.higashiagatsuma.gunma.jp/
http://www1.town.higashiagatsuma.gunma.jp/
https://kijokai.or.jp/numata-clinic/
http://www.taiseikai-group.com/
http://murata-ent.jp/
http://www.hotaka.or.jp/hospital/
http://www.kamimoku-spa-hp.com/


265 山口クリニック 376-0013 群馬県桐生市広沢町6-355 0277-54-4153 http://med.wind.ne.jp/yamaguchi/ ○ ○ 内科 山口 和孝 桐生厚生総合病院（群馬県桐生市織姫町6-3）

266 おりひめ医院 376-0024 群馬県桐生市織姫町４番３３号 0277-47-1248 http://www.orihime.byoinnavi.jp ○ 耳鼻咽喉科 盛實恵子 足利赤十字病院（栃木県足利市五十部町２８４－１）

267 桐生厚生総合病院 376-0024 群馬県桐生市織姫町６－３ 0277-44-7171
https://www.kosei-
hospital.kiryu.gunma.jp/

○ 全科 主治医 －

268 新宿医院 376-0006 群馬県桐生市新宿1-13-14 0277-44-5930 － ○ ○
内科

小児科
消化器科

菊地一真
桐生厚生総合病院 （群馬県桐生市織姫町6-3)

恵愛堂病院 (群馬県みどり市大間々町大間々504-6）
 東邦病院 (群馬県みどり市笠懸町阿左美1155)

269 小島内科医院 376-0006 群馬県桐生市新宿3-1-12 0277-44-8919 － ○ ○ 内科 小島　明

桐生厚生総合病院（群馬県桐生市織姫町6-3）
恵愛堂病院（群馬県みどり市大間々町大間々504-6）

東邦病院（群馬県みどり市笠懸町阿左美1155）
足利赤十字病院（栃木県足利市五十部町284-1）

270 赤南診療所 376-0124 群馬県桐生市新里町小林50－4 0277-74-8344 － ○
内科
外科

高橋　厚 －

271 たかのす診療所 376-0041 群馬県桐生市川内町2-289-1 0277-65-9229 http://www.sanikukai.com ○ ○

内科
小児科
産科

婦人科

山口　典利
内田　加奈子

　
日新病院（群馬県桐生市菱町3-2069-1）

桐生厚生総合病院（群馬県桐生市織姫町6-3）
前橋赤十字病院（群馬県前橋市朝倉町389-1）
太田記念病院（群馬県太田市大島町455-1）

272
わたらせリバーサイドク

リニック
376-0011 群馬県桐生市相生町１丁目２２０－１ 0277-53-3166

http://www.watarase-
clinic.pdmove.com

○ 内科 平林久幸 －

273 大澤医院 376-0011 群馬県桐生市相生町2-407 0277-52-3312 － ○ 内科 大澤英夫
桐生厚生総合病院（群馬県桐生市織姫町６－３）

　恵愛堂病院病院（群馬県みどり市大間々町大間々504-
6）

274 桐生協立診療所 376-0011 群馬県桐生市相生町2-554-7 0277-53-3911 － ○ 内科
西上　信太郎

ほか
－

275 医療法人岸会　岸病院 376-0011 群馬県桐生市相生町2丁目277番地 0277-54-8949 https://kishikai.org/ ○
精神科
内科

髙木　正勝　他
岸　厚次

－

276 小暮医院 376-0101 群馬県桐生市相生町2丁目847-2 0277-52-6608 － ○ ○
内科

小児科
小暮　晴一朗
小暮　晃一郎

－

277
医療法人宏愛会
篠原クリニック

376-0011 群馬県桐生市相生町3-174-22 0277-52-6750 － ○ ○ 内科、外科、整形外科
関口、桑原、大塚、木

村、石山
桐生厚生総合病院（群馬県桐生市織姫町6-3）

278 関田内科クリニック 376-0011 群馬県桐生市相生町５丁目２８４－２１ 0277-54-2511 － ○ ○
内科

小児科
循環器科

関田康祐 －

279 ひきた小児科クリニック 376-0035 群馬県桐生市仲町2-7-20 0277-44-3040 － ○ ○ 小児科 疋田　敏之 －

280 権守内科医院 376-0042 群馬県桐生市堤町３丁目７－１７ 0277-43-7757 － ○ ○ 内科
権守日出海
丸田　栄

桐生厚生総合病院（群馬県桐生市織姫町６－３）

281 細井内科医院 376-0007 群馬県桐生市浜松町1-2-5 0277-44-3818 － ○ ○ 内科 細井　盛一
恵愛堂病院（群馬県みどり市大間々町大間々504-6）

　桐生厚生総合病院（群馬県桐生市織姫町6-3）

282 村岡醫院 376-0031 群馬県桐生市本町3丁目2-28 0277-45-2888 http://muraokaiin.com ○ ○
内科

循環器内科
村岡　理人 桐生厚生総合病院（群馬県桐生市織姫町6-1)

283 藤江醫院 376-0031 群馬県桐生市本町４丁目３１４ 0277-22-7777 － ○ ○ 内科
藤江　篤
藤江幸子

桐生厚生総合病院（群馬県桐生市織姫町６－３）

http://www.watarase-clinic.pdmove.com/
http://www.watarase-clinic.pdmove.com/
https://kishikai.org/
http://muraokaiin.com/


284 木村クリニック 376-0031 群馬県桐生市本町4丁目79-1島共同ビル102 0277-44-7781 － ○ ○ 内科 木村正之 桐生厚生総合病院（群馬県桐生市織姫町６－３）

285 永田医院 376-0045 群馬県桐生市末広町4－8 0277-22-5122 － ○ ○ 内科 永田　徹 桐生厚生総合病院（群馬県桐生市織姫町6－6－3）

286 みらいこどもクリニック 379-2311 群馬県みどり市笠懸町阿左美658-2 0277-47-8200 http://www.miraikidsclinic.jp ○ ○ 小児科 金子　浩章 －

287 さいとう内科クリニック 379-2312 群馬県みどり市笠懸町久宮164-12 0277-47-7770 http://www.saitohnaika.com ○
内科

循環器内科
齋藤　義人 桐生厚生病院（群馬県桐生市織姫町6-6-3）

288 かぶらぎ内科クリニック 379-2313 群馬県みどり市笠懸町鹿２４３９−１５ 0277−70−7575 https://www.kaburagi.clinic ○ ○ 内科、消化器内科 鏑木　大輔 桐生厚生総合病院（群馬県桐生市織姫町６番３号）

289 さくら耳鼻咽喉科 379-2313 群馬県みどり市笠懸町鹿2566-12 0277-76-1133 － ○ ○ 耳鼻咽喉科 櫻井努 伊勢崎市民病院（群馬県伊勢崎市連取本町12-1）

290 みどり病院 379-2313 群馬県みどり市笠懸町鹿2646-2 0277-76-1110 https://sunhope.or.jp ○ ○ 内科
小島至、尾岸浩一、大
塚敏之、高橋仁、高橋

德之
－

291 松井内科医院 379-2313 群馬県みどり市笠懸町鹿3322-1 0277-70-7610 https://www.matsuinaika.com ○
内科・消化器科・循環
器科・呼吸器科・小児

科
松井　正之 桐生厚生総合病院（群馬県桐生市織姫町6-3）

292 恵愛堂病院 376-0101 群馬県みどり市大間々町大間々504-6 0277-73-2211 http://www.keiaido.com ○

外科
内科

脳神経外科
整形外科

東郷　庸史、東郷
望、島野　俊一、池谷
敏郎、荒井　剛、山田
勲、須藤　幸一、町田
守也、広松　孝、戸谷
裕之、星野　洋一、羽
鳥　幹子、大高　日

本、松浦　康文、今井
敏、吉田　康雄、山田
英二郎、田谷　禎増、

植原　良太、大崎
綾、野口　修、八木

宏明、竝川　昌司、鈴
木　悠平、須賀　孝
慶、森下　寛之

－

293 斉藤医院 376-0101 群馬県みどり市大間々町大間々676 027-72-1230 － ○ ○
内科

小児科
齋藤知司 －

294 須永医院 376-0101 群馬県みどり市大間々町大間々922 0277-73-5811 － ○ ○
内科、小児科、呼吸器
科、アレルギー科

須永　吉信

恵愛堂病院（群馬県みどり市大間々町大間々504-6）
桐生厚生総合病院（群馬県桐生市織姫町6番3号）

東邦病院（群馬県みどり市笠懸町阿左美1155番地）

295 花輪診療所 376-0307 群馬県みどり市東町花輪２１２－３ 0277-97-2009 － ○ 内科 牛久保　聡 －

296 金子クリニック 373-0841 群馬県太田市岩瀬川町４７１－５ 0276-30-2626 － ○
内科

脳神経内科
金子　仁 －

297 群馬県立がんセンター 373-8550 群馬県太田市高林西町617-1 0276-38-0771 http://www.gunma-cc.jp/ ○

内科（消化器、血液、
呼吸器）、外科（消化
器、乳腺、呼吸器、形
成、骨軟部腫瘍）婦人
科、歯科口腔外科、頭
頸科、泌尿器科、精神
腫瘍科、腫瘍内科

各医師 －

298
医療法人昭庸会

平原内科・消化器科
373-0818 群馬県太田市小舞木町２２６ 0276-45-3891 http://hiraharaclinic.com ○ 内科 平原　睦庸 太田記念病院(群馬県太田市大島町455－1）

http://www.saitohnaika.com/
https://www.kaburagi.clinic/
https://www.matsuinaika.com/


299 太田協立診療所 373-0808 群馬県太田市石原町927 0276-45-4911
https://www.kyouritsu.org/hospital_

clinic/ota_cl.htm
○

（当番医のみ）
○ 内科

加藤なつ江
周藤　博

遠藤　康弘
櫻井　経徳
坂本　輝彦
岡田　陽子
堀口　和彦
吉岡　誠之
宮平　鷹揚
小平　明弘
小泉　幹

－

300
医療法人まゆずみこども

クリニック
379-2304 群馬県太田市大原町438-10 0277-32-6522 http://mayuzumi-kids.com/ ○ ○ 小児科 黛　博雄

太田記念病院（群馬県太田市大島町455番地1）
桐生厚生総合病院（群馬県桐生市織姫町６−６番３号）

301 和賀クリニック 379-2304 群馬県太田市大原町82-273 0277-20-4370 http://www17.plala.or.jp/wagaclinic/ ○ ○
内科

小児科
和賀　一雄 －

302
おおた泌尿器科・内科ク

リニック
373-0816 群馬県太田市東矢島78 0276-37-8833 － ○

泌尿器科
内科

杉山健 －

303
たちばな小児科アレル
ギー科クリニック

373-0034 群馬県太田市藤阿久町805-2 0276-33-7177 http://tachibana-shounika.com/ ○ ○ 小児科 橘　淳 太田記念病院（ 群馬県太田市大島町455番地1 ）

304 南矢島こどもクリニック 373-0861 群馬県太田市南矢島町３５２－２ 0276-60-0415
https://park.paa.jp/park2/clinics/15

88
○ 小児科 時澤　桂子  太田記念病院（群馬県太田市大島町455-1）

305
医療法人　健哲会

正田医院
373-0861 群馬県太田市南矢島町726-3 0276-38-5511 http://shoda-cl.com/index.html ○ ○

内科・消化器科
小児科

正田　健 太田記念病院(群馬県太田市大島町455-1）

306 太田糖尿病クリニック 373-0861 群馬県太田市南矢島町907-1 0276-55-6611
https://www.ootadiabetesclinic.com

/
○ ○ 内科 大谷　隆俊 太田記念病院（群馬県太田市大島町455番地1）

307 尾島クリニック 370-0421 群馬県太田市粕川町331-1 0276-40-7171
http://www.citydo.com/prf/gunma/

guide/sg/t000271195-
top.html?c=0401002

○ 内科 矢島　靖巳 －

308 あい太田クリニック 373-0853 群馬県太田市浜町５９−３ 0276-52-8857 http://www.aioota.org/ ○
内科
外科

野末、中村、
芳賀、佐藤、前野、廣

井、川合
太田記念病院（群馬県太田市大島町455番地1）

309 宝診療所 373-0042 群馬県太田市宝町379 0276-31-8200 － ○ ○ 小児科 髙木　泰子 太田記念病院（群馬県太田市大島町455-1）

310 室田内科医院 379-2301 群馬県太田市薮塚町159 0277-78-2711 － ○ 内科 室田直樹 －

311 医療法人有坂会有坂医院 373-0806 群馬県太田市龍舞町2072 0276-45-3681 － ○ 内科 有坂拓 －

312 もてぎこどもクリニック 373-0031 群馬県太田市脇屋町526-1 0276-55-2800
http://park22.wakwak.com/~motey4

1
○ ○ 小児科 茂木洋一 太田記念病院（群馬県太田市大島町455-1）

313
つつじメンタルホスピタ

ル
374-0037 群馬県館林市小桑原町１５０５ 0276-80-2111 https://tsutsujimental.jp/ ○ 精神科 後藤　幸彦 公立館林厚生病院（群馬県館林市成島町262‐1）

314 公立館林厚生病院 374-8533 群馬県館林市成島町262番地1 0276-72-3140
http://www.tatebayashikoseibyoin.jp

/
○

内科、循環器内科、内
分泌内科、小児科、外
科・消化器外科、整形
外科、心臓血管外科、
脳神経外科、呼吸器外
科、皮膚科、泌尿器

科、産婦人科、眼科、
耳鼻咽喉科、歯科、歯

科口腔外科

各診療科担当医 －

315
たけい小児科・アレル

ギー科
374-0057 群馬県館林市北成島町牛島2745-1 0276-76-2525 － ○

小児科
アレルギー科

武井　克己 －

https://www.kyouritsu.org/hospital_clinic/ota_cl.htm
https://www.kyouritsu.org/hospital_clinic/ota_cl.htm
http://www17.plala.or.jp/wagaclinic/
http://tachibana-shounika.com/
https://park.paa.jp/park2/clinics/1588
https://park.paa.jp/park2/clinics/1588
https://www.ootadiabetesclinic.com/
https://www.ootadiabetesclinic.com/
http://www.aioota.org/
http://park22.wakwak.com/~motey41
http://park22.wakwak.com/~motey41
http://www.tatebayashikoseibyoin.jp/
http://www.tatebayashikoseibyoin.jp/


316 海宝病院 374-0033 群馬県館林市堀工町１２６９ 0276-74-0811 kaiho-hp@nifty.com ○ ○

外科　内科　消化器外
科　消化器内科　内分
泌代謝内科　肝胆膵内

科　循環器内科

海宝雄人　鈴木剛　服
部良之　青木泰斗　塙
佳菜子　嘉島賢　三浦
文彦　鎌田敏希　篠原
安武　伊藤理哉　奥富

泰明　服部幸子

公立館林厚生病院（群馬県館林市成島町２６２－１）

317 おうら病院 370-0615 群馬県邑楽郡邑楽町篠塚3233-1 0276-88-5678 http://www.ora-hsp.or.jp/ ○ ○ 内科
秋山　　仁
関上　豪一
中村　真理

－

mailto:kaiho-hp@nifty.com

