難病指定医一覧（R4.4.1）
主たる勤務先
氏名

医療機関名称

郵便番号

所在地

電話番号

診療科目

相澤 勇

相澤医院

371-0116 前橋市富士見町原之郷734-3

027-288-6806

内科・消化器内科・呼吸器内
科・外科

青山 正洋

青山医院

371-0844 前橋市古市町350

027-251-2861

内科

樋口 博

あさくらスポーツリハビリテーションクリニック

371-0811 前橋市朝倉町249-1

027-265-6522

整形外科

星 廣人

星医院

379-2131 前橋市西善町204-1

027-266-8600

外科、胃腸科、肛門科、内科

市川 翔

市川クリニック

371-0031 前橋市下小出町2-52-4

027-212-5122

心療内科、精神科

金古 康

医療法人 金古医院

371-0017 前橋市日吉町3-26-6

027-233-1131

消化器内科、消化器外科、肛
門外科

中村 和直

医療法人 上泉内科

371-8570 前橋市上泉町1477-7

027-269-1682

内科・小児科・胃腸科

木暮 正美

医療法人 木暮医院

370-3574 前橋市清野町104-1

027-251-9101

内科、循環器科

齋藤 浩樹

医療法人 齋藤内科泌尿器科医院

371-0037 前橋市上小出町2-42-5

027-231-1069

泌尿器科

篠原 真

医療法人 しのはら小児科

379-2153 前橋市上大島町873番地1

027-287-1515

小児科

豊田 篤

医療法人 新前橋耳鼻咽喉科医院

371-0844 前橋市古市町1-48-6

027-253-6170

耳鼻咽喉科

瀬田 享博

医療法人 瀬田医院

371-0057 前橋市竜蔵寺町103

027-232-5658

内科、循環器科、胃腸科

関口 秀文

医療法人 高柳会 赤城病院

371-0002 前橋市江木町1072

027-269-5111

精神科

富澤 誠

医療法人 富澤医院

371-0836 前橋市江田町580

027-251-5414

内科・胃腸科

根岸 龍一

医療法人 ねぎし整形外科

379-2132 前橋市東善町68-4

027-280-8686

整形外科、リウマチ科、リハビ
リテーション科

春山 厚

医療法人 春山医院

371-0017 前橋市日吉町二丁目8番5号

027-233-1551

内科

新井 正史

医療法人 前橋北病院

371-0054 前橋市下細井町692

027－235－3333 神経内科

徳島 眞彦

医療法人 前橋北病院

371-0054 前橋市下細井町692

027-235-3333

内科、呼吸器科

常澤 成美

医療法人相生会 大胡クリニック

371-0232 前橋市茂木町245番地7

027-284-0051

内科、腎臓内科、腎臓透析内
科、呼吸器内科

川田 忠嘉

医療法人相生会 わかば病院

371-0843 前橋市新前橋町3-3

027-255-5252

呼吸器内科

小栁 光

医療法人相生会 わかば病院

371-0843 前橋市新前橋3-3

027-255-5252

内科

安部 聡子

医療法人相生会 わかば病院

371-0843 前橋市新前橋町3-3

027-255-5252

内科

生方 幹夫

医療法人あい友会 あい駒形クリニック

379-2121 前橋市小屋原町1698-1

027-226-1891

内科

青木 史暁

医療法人あい友会 あい駒形クリニック

379-2121 前橋市小屋原町1698-1

027-226-1891

呼吸器内科

青木 望

医療法人あい友会 あい駒形クリニック

379-2121 前橋市小屋原町1698-1

027-226-1891

呼吸器内科

菅野 裕丈

医療法人光絢会 すがの眼科古市クリニック

371-0844 前橋市古市町1-4-14

027-210-8181

眼科

五十嵐 直弥

医療法人五十嵐皮膚科医院

371-0016 前橋市城東町3-10-2

027-232-1023

皮膚科

大塚 修

医療法人石井会 敷島の森おなかのクリニック

371-0036 前橋市敷島町240-19

027-219-0799

内科・消化器内科・漢方内科

茂木 一通

医療法人一通会 もてぎ内科医院

379-2114 前橋市上増田町5-10

027-266-5671

内科

秋山 真人

はるな生活協同組合 高崎中央病院

370-0043 高崎市高関町498-1

027-323-2665

呼吸器科

中島 弘明

医療法人一羊会 上武呼吸器科内科病院

371-0048 前橋市田口町586-1

027-232-5000

内科

山田 秀典

医療法人一羊会 上武呼吸器科内科病院

371-0048 前橋市田口町586-1

027-232-5000

内科

桑原 武夫

医療法人一羊会 上武呼吸器科内科病院

371-0048 前橋市田口町586-1

027-232-5000

神経内科

笛木 真

医療法人一羊会 上武呼吸器科内科病院

371-0048 前橋市田口町586-1

027-232-5000

アレルギー科

茂木 健太

医療法人一羊会 上武呼吸器科内科病院

371-0048 前橋市田口町586-1

027-232-5000

内科（消化器）科

笛木 直人

医療法人一羊会 上武呼吸器科内科病院

371-0048 前橋市田口町586-1

027-232-5000

呼吸器科・アレルギー科
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土橋 邦生

医療法人一羊会 上武呼吸器科内科病院

371-0048 前橋市田口町586-1

027-232-5000

呼吸器・アレルギー内科

石井 角保

医療法人一羊会 上武呼吸器科内科病院

371-0048 前橋市田口町586-1

027-232-5000

内科

伊藤 雄一

医療法人伊藤内科医院

371-0031 前橋市下小出町2-49-16

027-232-0537

内科、循環器科、呼吸器科、
胃腸科

馬場 昇

医療法人馬場内科医院

371-0007 前橋市上泉町101-1

027-223-5301

内科、循環器科

八代 邦彦

医療法人エイト 八代医院

371-0823 前橋市川曲町25-4

027-255-0846

内科、神経科、精神科

大川 司

医療法人全人会 前橋皮膚科医院

371-0034 前橋市昭和町一丁目7番17号

027-231-8675

皮膚科、アレルギー科

加家壁 健

医療法人相生会 西片貝クリニック

371-0013 前橋市西片貝町3-292

027-223-6533

内科、腎臓内科、循環器内科

若松 良二

医療法人相生会 西片貝クリニック

371-0013 前橋市西片貝町3-292

027-223-6533

内科、腎臓内科、循環器内科

牧 清人

医療法人清山会 牧耳鼻咽喉科医院

371-0852 前橋市総社町総社2720

027-280-5233

耳鼻咽喉科

深澤 直樹

医療法人桐の葉会 深沢整形外科

371-0013 前橋市西片貝町3-124-2

0257-220-5277

整形外科、リウマチ科、リハビ
リテーション科

小鮒 保雄

医療法人公雄会 こぶな整形外科医院

371-0813 前橋市後閑町311-2

027-261-7600

整形外科、リウマチ科

須田 浩充

医療法人浩信会 須田こどもクリニック

371-0813 前橋市後閑町406-2

027-265-6777

小児科、内科、アレルギー科

釜谷 邦夫

医療法人五紘会 東前橋整形外科病院

379-2104 前橋市西大室町1302-2

027-226-5201

整形外科

日尾 有宏

医療法人五紘会 東前橋整形外科病院

379-2104 前橋市西大室町1302-2

027-226-5201

整形外科

拓植 和郎

医療法人五紘会 東前橋整形外科病院

379-2104 前橋市西大室町1302-2

027-226-5201

整形外科

真鍋 和

医療法人五紘会 東前橋整形外科病院

379-2104 前橋市西大室町1302-2

027-226-5201

整形外科

小林 史明

医療法人五紘会 東前橋整形外科病院

379-2104 前橋市西大室町1302-2

027-226-5201

整形外科

黒澤 一也

医療法人五紘会 東前橋整形外科病院

379-2104 前橋市西大室町1302-2

027-226-5201

整形外科

横地 みどり

医療法人社団 横地眼科医院

371-0027 前橋市平和町二丁目5番3号

027-231-5330

眼科

矢野 新太郎

医療法人社団三矢会 前橋広瀬川クリニック

371-0022 前橋市千代田町2-10-9

027-231-4101

内科、リウマチ科、腎臓内科

篠原 正彦

医療法人社団三矢会 前橋広瀬川クリニック

371-0022 前橋市千代田町2-10-9

027-231-4101

内科、リウマチ科、腎臓内科

酒井 勝

医療法人社団三矢会 前橋広瀬川クリニック

371-0022 前橋市千代田町2-10-9

027-231-4101

内科

清水 弘行

医療法人社団三矢会 前橋広瀬川クリニック

371-0022 前橋市千代田町2-10-9

027-231-4101

内科

大谷 倫裕

医療法人社団協友会 前橋中央眼科

371-0031 前橋市下小出町2-54-5

027-210-1116

眼科

福地 真理子

医療法人社団協友会 前橋中央眼科

371-0031 前橋市下小出町2-54-5

027-210-1116

眼科

岸 章治

医療法人社団協友会 前橋中央眼科

371-0031 前橋市下小出町2-54-5

027-210-1116

眼科

山口 由美子

医療法人社団協友会 前橋中央眼科

371-0031 前橋市下小出町2-54-5

027-210-1116

眼科

下田 隆也

医療法人社団翠彩会 下田内科医院

371-0805 前橋市南町三丁目64番地の13

027-221-3155

内科・消化器科・呼吸器科・ア
レルギー科・循環器科

恩田 啓

医療法人社団善衆会 善衆会病院

379-2115 前橋市笂井町54-1

027-261-5410

整形外科

栁澤 真也

医療法人社団善衆会 善衆会病院

379-2115 前橋市笂井町54-1

027-261-5410

整形外科

生越 敦子

医療法人社団善衆会 善衆会病院

379-2115 前橋市笂井町54-1

027-261-5410

整形外科

遠藤 範之

医療法人社団善衆会 善衆会病院

379-2115 前橋市笂井町54-1

027-261-5410

外科

岡村 桂吾

医療法人社団善衆会 善衆会病院

379-2115 前橋市笂井町54-1

027-261-5410

泌尿器科

福島 晴夫

医療法人社団善衆会 善衆会病院

379-2115 前橋市笂井町54-1

027-261-5410

外科

真下 透

医療法人社団善衆会 善衆会病院

379-2115 前橋市笂井町54-1

027-261-5410

泌尿器科

谷田部 寛

医療法人社団善衆会 善衆会病院

379-2115 前橋市笂井町54-1

027-261-5410

内科

木村 雅史

医療法人社団善衆会 善衆会病院

379-2115 前橋市笂井町54-1

027-261-5410

整形外科

岩田 美香

医療法人社団善衆会 善衆会病院

379-2115 前橋市笂井町54-1

027-261-5410

麻酔科
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佐藤 貴久

医療法人社団善衆会 善衆会病院

379-2115 前橋市笂井町54-1

027-261-5410

整形外科

相澤 智弘

医療法人社団善衆会 善衆会病院

379-2115 前橋市笂井町54-1

027-261-5410

内科

萩原 敬一

医療法人社団善衆会 善衆会病院

379-2115 前橋市笂井町54-1

027-261-5410

整形外科

富田 光

医療法人社団善衆会 善衆会病院

379-2115 前橋市笂井町54-1

027-261-5410

泌尿器科

出浦 洋

医療法人社団善衆会 善衆会病院

379-2115 前橋市笂井町54-1

027-261-5410

内科

伊藤 奈穂美

医療法人社団善衆会 善衆会病院

379-2115 前橋市笂井町54-1

027-261-5410

麻酔科

牧 泰宏

医療法人社団善衆会 善衆会病院

379-2115 前橋市笂井町54-1

027-261-5410

泌尿器科

大島 明

医療法人社団善衆会 善衆会病院

379-2115 前橋市笂井町54-1

027-261-5410

整形外科

肥塚 恭子

医療法人社団善衆会 善衆会病院

379-2115 前橋市笂井町54-1

027-261-5410

麻酔科

稲永 紗季

医療法人社団善衆会 善衆会病院

379-2115 前橋市笂井町54-1

027-261-5410

整形外科

林 成樹

医療法人社団善衆会 善衆会病院

379-2115 前橋市笂井町54-1

027-261-5410

整形外科

林 潤一

医療法人社団善衆会 善衆会病院

379-2115 前橋市笂井町54-1

027-261-5410

内科

徳永 伸太郎

医療法人社団善衆会 善衆会病院

379-2115 前橋市笂井町５４－１

027-261-5410

整形外科

横地 圭一

医療法人社団 横地眼科医院

371-0027 前橋市平和町二丁目5番3号

027-231-5330

眼科

花田 厚枝

医療法人春光会 宮久保眼科

371-0044 前橋市荒牧町2-3-15

027-234-3511

眼科

宮久保 純子

医療法人春光会 宮久保眼科

371-0044 前橋市荒牧町2-3-15

027-234-3511

眼科

大上 智弘

医療法人春光会 宮久保眼科

371-0044 前橋市荒牧町2-3-15

027-234-3511

眼科

斉藤 淳一

医療法人淳光会 斉藤クリニック耳鼻科

371-0042 前橋市日輪寺町23-2

027-235-8880

耳鼻咽喉科

鈴木 雅登

医療法人白陽会 ベル小児科クリニック

371-0046 前橋市川原町2丁目9-18

027-289-2580

小児科、アレルギー科

菅野 仁平

医療法人幸仁会 すがの内科医院

371-0851 前橋市総社町植野328-5

027-256-8121

内科、神経内科、消化器科、
循環器科

竹澤 伸子

医療法人すえき会竹澤小児科クリニック

371-0037 前橋市上小出町2-37-16

027-260-7750

小児科

直田 祐子

医療法人すぐた医院ゆう子キッズクリニック

371-0833 前橋市光が丘町10-6

027-251-5622

小児科、内科

狩野 忠滋

医療法人忠恕会 狩野脳神経外科医院

371-0007 前橋市上泉町698-3

027-269-5454

脳神経外科・内科

豊田 満夫

医療法人豊田内科医院

371-0037 前橋市上小出町1-30-1

027-234-1223

内科

髙鶴 裕介

医療法人中沢会 上毛病院

379-2152 前橋市下大島町596-1

027-266-1482

内科・精神科

櫻井 安莉

医療法人中沢会 上毛病院

379-2152 前橋市下大島町596-1

027-266-1482

神経内科

川尻 商一郎

医療法人中沢会 上毛病院

379-2152 前橋市下大島町596－1

027-266-1482

精神科

橋本 俊英

医療法人中沢会 上毛病院

379-2152 前橋市下大島町596－1

027－266－1482

整形外科、リハビリテーション
科

関口 定

医療法人中沢会 上毛病院

379-2152 前橋市下大島町596－1

027－266－1482 精神科

服部 徳昭

医療法人中沢会 上毛病院

379-2152 前橋市下大島町596－1

027－266－1482

服部 真弓

医療法人中沢会 上毛病院

379-2152 前橋市下大島町596－1

027－266－1482 精神科

大塚 敏之

医療法人浩心会おおつか内科クリニック

371-0847 前橋市大友町三丁目23番の4

027-252-6006

内科、循環器内科

深澤 信彦

医療法人深沢内科クリニック

371-0231 前橋市堀越町1193-1

027-283-0003

内科、小児科

名倉 隆夫

医療法人富士たちばなクリニック

371-0042 前橋市日輪寺町342-2

027-230-1155

内科、循環器科、呼吸器科

磯田 淳

医療法人星医院

379-2131 前橋市西善町204-1

027-266-8600

血液内科

星野 貴光

医療法人マリア ほしの整形外科クリニック

371-0804 前橋市六供町773-1

027-226-6500

整形外科、リハビリテーション科

富澤 憲民

医療法人順道会 富澤脳神経外科内科医院

371-0031 前橋市下小出町二丁目13番地10 027-234-3488

脳神経外科、内科

岡野 祐大

医療法人康倭会 しらかわ医院

371-0051 前橋市上細井町2068-1

内科、消化器内科
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山下 由起子

医療法人山下医院

371-0016 前橋市城東町4-11-17

027-231-3726

岩﨑 靖樹

いわさき内科・皮ふ科

371-0824 前橋市稲荷新田町222-8

027-212-1010

宇居 吾郎

うい内科クリニック

379-2122 前橋市駒形町584-3

027-226-5566

生方 聡

うぶかた循環器クリニック

371-0016 前橋市城東町2-10-4

027-231-2511

循環器内科、一般内科

梅田 遵

うめだ内科クリニック

379-2141 前橋市鶴光路町396-1

027-212-0678

内科、小児科

中屋 光雄

江木町クリニック

371-0002 前橋市江木町98-5

027-263-1101

外科・胃腸科・内科

遠藤 克明

えんどう内科クリニック

371-0817 前橋市橳島町55-2

027-226-5700

内科、アレルギー科、呼吸器
内科

大島 春樹

おおしまクリニック

371-0801 前橋市文京町4-21-19

027-289-0030

心療内科、精神科

大塚 真

大塚内科医院

371-0018 前橋市三俣町1-19-25

027-231-2399

大塚 正巳

大塚内科医院

371-0018 前橋市三俣町1-19-25

027-231-2399

大山 達也

大山クリニック

379-2123 前橋市山王町2-20-16

027-266-5410

内科
内科、小児科、胃腸科、呼吸
器科、循環器科、リハビリテー
ション科
内科

小野 久米夫

小野内科クリニック

371-0046 前橋市川原町2-22-4

027-212-8852

内科

佐鳥 紀輔

介護老人保健施設 青梨子荘

370-3573 前橋市青梨子町1670

027-253-6115

外山 卓二

外山内科・循環器内科クリニック

371-0044 前橋市荒牧町2丁目33番9号

027-232-8000

片平 均

かたひら内科医院

371-0011 前橋市下沖町335-1

027-230-8811

内科

金澤 崇

かなざわ小児科クリニック

371-0053 前橋市幸塚町90-1

027-289-0313

小児科

亀井 陽

かめい眼科

371-0016 前橋市城東町一丁目31番9号

027-260-1200

眼科

岸 史子

かわはらまち皮膚科

371-0046 前橋市川原町2-25-10

027-289-5890

皮膚科

木村 明夫

木村医院

371-0027 前橋市平和町2-1-7

027-231-3070

内科

清宮 和之

清宮医院

371-0025 前橋市紅雲町2-12-10

027-221-6518

内科・消化器科・呼吸器科

緒方 杏一

桐生厚生総合病院

376-0024 桐生市織姫町6-3

0277-44-7171

外科

和田 渉

桐生厚生総合病院

376-0024 桐生市織姫町6-3

0277-44-7171

外科

倉繁 田鶴子

倉繁皮ふ科医院

371-0036 前橋市古市町415

027-253-5600

皮膚科

倉繁 祐太

倉繁皮ふ科医院

371-0844 前橋市古市町1-56-10

027-253-5600

皮膚科

直田 匡彦

群馬県済生会前橋病院

371-0821 前橋市上新田町564-1

027-252-6011

循環器内科

茂木 晃

群馬県済生会前橋病院

371-0821 前橋市上新田町564-1

027-252-6011

呼吸外科

中島 邦枝

群馬県済生会前橋病院

371-0821 前橋市上新田町564-1

027-252-6011

麻酔科

後藤 涉

群馬県済生会前橋病院

371-0821 前橋市上新田町564-1

027-252-6011

整形外科、リハビリテーション
科

初見 菜穂子

群馬県済生会前橋病院

371-0821 前橋市上新田町564-1

027-252-6011

血液内科

中島 一郎

群馬県済生会前橋病院

371-0821 前橋市上新田町564-1

027-252-6011

整形外科

藍原 龍介

群馬県済生会前橋病院

371-0821 前橋市上新田町564-1

027-252-6011

消化器外科

細内 康男

群馬県済生会前橋病院

371-0821 前橋市上新田町564-1

027-252-6011

外科

蜂巣 陽子

群馬県済生会前橋病院

371-0821 前橋市上新田町564-1

027-252-6011

消化器内科

田中 良樹

群馬県済生会前橋病院

371-0821 前橋市上新田町564-1

027-252-6011

消化器内科

中村 春香

群馬県済生会前橋病院

371-0821 前橋市上新田町564-1

027-252-6011

眼科

三島 敬一郎

群馬県済生会前橋病院

371-0821 前橋市上新田町564-1

027-252-6011

腎臓内科

星野 匠臣

群馬県済生会前橋病院

371-0821 前橋市上新田町564-1

027-252-6011

血液内科

佐倉 徹

群馬県済生会前橋病院

371-0821 前橋市上新田町564-1

027-252-6011

血液内科
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内科、呼吸器内科、アレル
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科、糖尿病内科
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医療機関名称
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診療科目

髙田 覚

群馬県済生会前橋病院

371-0821 前橋市上新田町564-1

027-252-6011

血液内科、内科

吉永 輝夫

群馬県済生会前橋病院

371-0821 前橋市上新田町564-1

027-252-6011

消化器内科

鈴木 茂正

群馬県済生会前橋病院

371-0821 前橋市上新田町564-1

027-252-6011

外科

長谷川 仁

群馬県済生会前橋病院

371-0821 前橋市上新田町564-1

027-252-6011

整形外科

吉田 佐知子

群馬県済生会前橋病院

371-0821 前橋市上新田町564-1

027-252-6011

内科、消化器内科

池田 士郎

群馬県済生会前橋病院

371-0821 前橋市上新田町564-1

027-252-6011

循環器内科

畑中 健

群馬県済生会前橋病院

371-0821 前橋市上新田町564-1

027-252-6011

消化器内科

金澤 紗恵子

群馬県済生会前橋病院

371-0821 前橋市上新田町564-1

027-252-6011

整形外科

大木 孝

群馬県済生会前橋病院

371-0821 前橋市上新田町564-1

027-252-6011

外科

荻原 貴之

群馬県済生会前橋病院

371-0821 前橋市上新田町564-1

027-252-6011

内科

加藤 恵理子

群馬県済生会前橋病院

371-0821 前橋市上新田町564-1

027-252-6011

消化器内科

馬場 正仁

群馬県済生会前橋病院

371-0821 前橋市上新田町564-1

027-252-6011

腎臓リウマチ内科

土屋 寛子

群馬県済生会前橋病院

371-0821 前橋市上新田町564-1

027-252-6011

循環器内科

木村 隼人

群馬県済生会前橋病院

371-0821 前橋市上新田町564-1

027-252-6011

腎臓リウマチ内科

福田 丈了

群馬県済生会前橋病院

371-0821 前橋市上新田町564-1

027-252-6011

循環器内科

迫 陽一

群馬県済生会前橋病院

371-0821 前橋市上新田町564-1

027-252-6011

消化器内科

須藤 利永

群馬県立心臓血管センター

371-0004 前橋市亀泉町甲3-12

027-269-7455

消化器外科

荻原 博

群馬県立心臓血管センター

371-0004 前橋市亀泉町甲3-12

027-269-7455

外科

小野 善平

群馬県立心臓血管センター

371-0004 前橋市亀泉町甲3-12

027-269-7455

内科

武智 瑠美

群馬県立心臓血管センター

371-0004 前橋市亀泉町甲3-12

027-269-7455

整形外科

鈴木 秀喜

群馬県立心臓血管センター

371-0004 前橋市亀泉町甲3-12

027-269-7455

整形外科

有田 覚

群馬県立心臓血管センター

371-0004 前橋市亀泉町甲3-12

027-269-7455

整形外科

長谷川 豊

群馬県立心臓血管センター

371-0004 前橋市亀泉町甲3-12

027-269-7455

心臓血管外科

江連 雅彦

群馬県立心臓血管センター

371-0004 前橋市亀泉町甲3-12

027-269-7455

心臓血管外科

佐々木 健人

群馬県立心臓血管センター

371-0004 前橋市亀泉町甲3-12

027-269-7455

循環器内科

中村 紘規

群馬県立心臓血管センター

371-0004 前橋市亀泉町甲3-12

027-269-7455

循環器内科

山下 英治

群馬県立心臓血管センター

371-0004 前橋市亀泉町甲3-12

027-269-7455

循環器内科

村上 淳

群馬県立心臓血管センター

371-0004 前橋市亀泉町甲3-12

027-269-7455

循環器内科

安達 仁

群馬県立心臓血管センター

371-0004 前橋市亀泉町甲3-12

027-269-7455

循環器内科

内藤 滋人

群馬県立心臓血管センター

371-0004 前橋市亀泉町甲3-12

027-269-7455

循環器内科

河口 廉

群馬県立心臓血管センター

371-0004 前橋市亀泉町甲3-12

027-269-7455

循環器内科

星崎 洋

群馬県立心臓血管センター

371-0004 前橋市亀泉町甲3-12

027-269-7455

循環器内科

大島 茂

群馬県立心臓血管センター

371-0004 前橋市亀泉町甲3-12

027-269-7455

循環器内科

山田 靖之

群馬県立心臓血管センター

371-0004 前橋市亀泉町甲3-12

027-269-7455

心臓血管外科

村田 誠

群馬県立心臓血管センター

371-0004 前橋市亀泉町甲3-12

027-269-7455

循環器内科

栗原 淳

群馬県立心臓血管センター

371-0004 前橋市亀泉町甲3-12

027-269-7455

循環器内科

鈴木 純子

群馬県立心臓血管センター

371-0004 前橋市亀泉町甲3-12

027-269-7455

外科

森下 寛之

群馬県立心臓血管センター

371-0004 前橋市亀泉町甲3-12

027-269-7455

心臓血管外科
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星野 丈二

群馬県立心臓血管センター

371-0004 前橋市亀泉町甲3-12

027-269-7455

心臓血管外科

三樹 祐子

群馬県立心臓血管センター

371-0004 前橋市亀泉町甲3-12

027-269-7455

循環器内科

矢野 秀樹

群馬県立心臓血管センター

371-0004 前橋市亀泉町甲3-12

027-269-7455

循環器内科

後藤 貢士

群馬県立心臓血管センター

371-0004 前橋市亀泉町甲3-12

027-269-7455

循環器内科

山本 敦史

ぐんまスポーツ整形外科

371-0814 前橋市宮地町57番2

027-289-8976

整形外科、リハビリテーション
科

佐藤 真季子

群馬大学医学系研究科病態制御内科学

371-0034 前橋市昭和町3－39－22

027－220－7111 内科、呼吸器内科

坂倉 浩一

医療法人社団頭頸部免疫栄養研究所
ぐんま耳鼻咽喉科クリニック

370-3519 高崎市冷水町130-1

027-381-5108

耳鼻咽喉科

山口 玲

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-15

027-220-7111

脳神経外科

酒井 真

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-22

027-220-8224

消化器外科

新木 健一郎

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-15

027-220-8224

消化器外科、移植外科

倉林 正彦

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-15

027-220-7111

循環器内科

藤生 徹

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-22

027-220-8205

小児科

荒川 浩一

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-22

027-220-8209

小児科

鈴木 信

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-22

027-220-7111

小児外科

齋藤 健一

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-22

027-220-8269

整形外科

飯塚 伯

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-22

027-220-7111

整形外科

藤井 孝明

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-15

027-220-8224

外科

塚越 真梨子

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-22

027-220-7111

外科

矢島 玲奈

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-15

027-220-8224

外科

矢島 俊樹

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-22

027-220-7111

外科

宗田 真

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-15

027-220-8224

外科

久保 憲生

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-15

027-220-7111

消化器外科

柿﨑 暁

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-15

027-220-7111

内科、消化器内科

本多 文昭

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-22

027-220-8515

脳神経外科

宮城島 孝昭

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-15

027-220-7111

脳神経外科

堀口 桂志

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-15

027-220-7111

脳神経外科

清水 立矢

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-15

027-220-7111

脳神経外科

登坂 雅彦

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-22

027-220-7111

脳神経外科

好本 裕平

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-22

027-220-8515

脳神経外科

久田 剛志

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-15

027-220-8123

内科、呼吸器・アレルギー内
科

佐藤 賢

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-15

027-220-7111

肝臓代謝内科

堀口 昇男

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-15

027-220-8666

総合診療部

山﨑 勇一

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-15

027-220-8127

内科、消化器病科、肝臓内科

栗林 志行

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-15

027-220-7111

消化器内科、内科

中島 康代

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-15

027-220-8122

内分泌糖尿病内科

小澤 厚志

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-15

027-220-8122

内分泌糖尿病内科

山田 英二郎

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-15

027-220-7111

内分泌糖尿病内科

岡田 秀一

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-15

027-220-8501

内分泌 糖尿病内科(1)
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石埼 卓馬

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-15

027-220-7111

血液内科

関上 智美

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-15

027-220-7111

血液内科

半田 寛

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-15

027-220-8166

血液内科、内科

村上 博和

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-15

027-220-8170

血液内科

齋藤 貴之

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-15

027-220-8938

血液内科

滝沢 牧子

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-22

027-220-7111

血液内科

塚本 憲史

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-15

027-220-7111

血液内科

小磯 博美

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-15

027-220-8166

血液内科

横濱 章彦

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-15

027-220-7111

血液内科

砂長 則明

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-15

027-220-7111

呼吸器内科

前野 敏孝

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-15

027-220-7111

呼吸器・アレルギー科

古賀 康彦

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-15

027-220-7111

呼吸器内科、アレルギー内科

小板橋 紀通

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-15

027-220-7111

循環器内科

金古 善明

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-15

027-220-7111

循環器内科

横山 知行

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-15

027-220-7111

循環器内科

斎藤 勇一郎

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-15

027-220-7111

循環器内科

中島 忠

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-15

027-220-7111

循環器内科

磯 達也

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-15

027-220-7111

循環器内科

高間 典明

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-15

027-220-7111

循環器内科

坂入 徹

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-15

027-220-8166

腎臓内科、リウマチ内科

浜谷 博子

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-22

027-220-7111

腎臓内科、リウマチ科

廣村 桂樹

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-15

027-220-7111

腎臓内科、リウマチ内科

金子 和光

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-22

027-220-8166

腎臓リウマチ内科

池内 秀和

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-22

027-220-7111

腎臓リウマチ内科

岡田 恭典

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-15

027-220-8205

小児科

矢島 千景

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-15

027-220-7111

小児科

浦野 葉子

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-15

027-220-7111

小児科

池内 由果

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-15

027-220-7111

小児科

緒方 朋実

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-22

027-220-8205

小児科

龍城 真衣子

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-22

027-220-8205

小児科

八木 久子

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-22

027-220-8205

小児科

石毛 崇

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-15

027-220-7111

小児科

村松 一洋

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-15

027-220-8205

小児科

滝沢 琢己

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-15

027-220-8205

小児科

大津 義晃

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-15

027-220-8205

小児科

近松 一朗

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-15

027-220-7111

耳鼻咽喉科

紫野 正人

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-22

027-220-7111

耳鼻咽喉科、頭頸部外科

村田 考啓

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-15

027-220-7111

耳鼻咽喉科
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徳江 浩之

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-15

027-220-7111

放射線診断核医学科

樋口 徹也

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-15

027-220-7111

核医学科

渋谷 圭

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-15

027-220-7111

放射線科

三枝 里江

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-15

027-220-7111

麻酔科

齋藤 繁

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-15

027-220-8454

麻酔科、蘇生科

武井 雄一

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-15

027-220-7111

精神科、神経科

藤平 和吉

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-15

027-220-7111

精神科

清水 晶

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-15

027-220-8284

皮膚科

茂木 精一郎

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-22

027-220-8284

皮膚科

遠藤 朝美

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-15

027-220-7111

眼科

森本 雅裕

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-15

027-220-7111

眼科

秋山 英雄

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-15

027-220-8338

眼科

髙橋 牧

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-15

027-220-8338

眼科

戸所 大輔

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-22

027-220-7111

眼科

神沼 拓也

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-15

027-220-7111

放射線科

遠藤 雪恵

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-15

027-220-7111

皮膚科

井上 貴博

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-15

027-220-7111

小児科

宮澤 悠里

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-15

027-220-7111

血液内科

櫻井 麗子

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-22

027-220-7111

呼吸器内科

久永 悦子

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-15

027-220-7111

病理部・病理診断科

渡辺 光治

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-15

027-220-7111

腎臓リウマチ内科

笠原 浩生

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-15

027-220-8061

神経内科

羽鳥 麗子

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-15

027-220-8205

小児科

木暮 憲道

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-15

027-220-8224

病態総合外科

野田 聡実

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-15

027-220-7111

眼科

松本 英孝

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-15

027-220-7111

眼科

安田 正人

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-15

027-220-7111

皮膚科

福田 正人

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-15

027-220-7111

精神科

山田 正信

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-15

027-220-8120

内科

飯塚 陽一

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-15

027-220-8269

整形外科

鶴巻 寛朗

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-15

027-220-7111

呼吸器・アレルギー内科

石原 美紀江

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-15

027-220-8342

眼科

小和瀬 桂子

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-22

027-220-7111

総合診療科

塚越 設貴

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-15

027-220-7111

神経内科

清水 雄大

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-15

027-220-7111

消化器・肝臓内科

渡辺 亮

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-22

027-220-8224

消化器外科

石井 範洋

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-22

027-220-8224

消化器外科

関根 芳岳

群馬大学医学部附属病院

371-0804 前橋市昭和町3-39-22

027-220-8306

泌尿器科
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堀口 和彦

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-15

027-220-8122

五十嵐 淑子

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3－39－15

027－220－8205 小児科

奥野 はるな

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-15

027-220-7111

小児科

飯島 真由子

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-15

027-220-7111

小児科

山口 公一

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3－39－15

027－220－7111 呼吸器・アレルギー内科

大石 裕子

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-15

027-220-8166

腎リウマチ内科

須賀 達夫

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-15

027-220-7111

内科（呼吸器内科）

髙橋 秀行

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-15

027-220-7111

耳鼻咽喉科

鎌田 英男

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-15

027-220-7111

耳鼻咽喉科

原 勇介

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-22

027-220-8205

小児科

神戸 将彦

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-15

027-220-8702

救急科、呼吸器内科

大崎 洋平

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-15

027-220-7111

血液内科

矢冨 正清

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-15

027-220-7111

内科

栁澤 邦雄

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-15

027-220-8166

血液内科

久保井 卓郎

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-15

027-220-7111

整形外科

和田 直樹

群馬大学医学部附属病院

371-8570 前橋市昭和町3-39-15

027-220-7111

リハビリテーション科

鈴木 雅貴

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-22

027-220-8224

病態総合外科

松本 俊一

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-15

027-220-7111

内分泌糖尿病内科

岡村 孝志

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-15

027-220-7111

内分泌糖尿病内科

迫 恭子

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-15

027-220-7111

小児科

大竹 紗弥香

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-22

027-220-8224

消化器外科、小児外科

田中 寛人

群馬大学医学部附属病院

371-0034 前橋市昭和町3-39-15

027-220-7111

消化器、肝臓内科

笠原 礼光

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町三丁目39番15号

027-220-7111

呼吸器内科

川島 淳

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-15

027-220-7111

小児科

土岐 明子

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-15

027-220-7111

内科

小峯 知佳

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-15

027-220-7111

消化管外科

池田 雅美

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-15

027-220-7111

脳神経内科

関口 明子

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-15

027-220-7111

皮膚科

大澤 好充

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-15

027-220-7111

小児科

小林 美帆

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-15

027-220-7111

小児科

池田 将樹

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-15

027-220-8538

神経内科

井田 久仁子

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-15

027-220-8205

小児科

西田 豊

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-15

027-220-8205

小児科

小川 孔幸

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-15

027-220-7111

血液内科

米村 公江

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-15

027-220-7111

精神科神経科

星 恒輝

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-15

027-220-8137

消化器肝臓内科

永井 和樹

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-15

027-220-7111

眼科

井上 和子

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-15

027-220-7111

婦人科
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松山 敏之

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-22

027-220-7111

耳鼻咽喉科

髙橋 駿介

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-15

027-220-7111

内科、腎臓内科、膠原病内科

須藤 貴仁

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-15

027-220-7111

整形外科

武井 麻里子

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-15

027-220-7111

小児科

石澤 邦彦

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-15

027-220-7111

脳神経内科

大曽根 勝也

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-15

027-220-8224

消化管外科

中村 考介

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-15

027-220-7111

眼科

多田 紘恵

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-15

027-220-7111

耳鼻咽喉科

草野 建祐

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-15

027-220-7111

精神科

篠原 洋一郎

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-15

027-220-7111

眼科

須田 真史

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-15

027-220-7111

精神科

三浦 陽介

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-15

027-220-7111

呼吸器内科

柴田 真

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-15

027-220-7111

脳神経内科

遠藤 史隆

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-15

027-220-7111

整形外科

藤田 智

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-15

027-220-7111

脳神経内科

井田 翔太

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-22

027-220-7111

耳鼻咽喉科

御任 一光

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-22

027-220-8350

耳鼻咽喉科

中村 琢洋

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-15

027-220-7111

脳神経内科

西澤 拓哉

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-15

027-220-7111

小児科

山田 諭

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-15

027-220-7111

小児科

善如寺 暖

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-15

027-220-7111

消化器肝臓内科

下田 容子

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-15

027-220-7111

病態制御内科学

内山 明彦

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-15

027-220-8284

皮膚科

三村 健介

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-15

027-220-7111

眼科

濵嶋 恵美

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-15

027－220－8205 小児科

中里 智子

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3丁目39番15号

027-220-8429

産科婦人科

白石 卓也

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-15

027-220-7111

消化管外科

石綿 翔

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-15

027-220-7111

整形外科

尾池 貴洋

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-15

027-220-7111

放射線科

田村 峻太郞

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-15

027-220-7111

循環器内科

齊藤 千真

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-15

027-220-7111

眼科

小保方 優

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-15

027-220-7111

循環器内科

長坂 崇司

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-15

027-220-7111

循環器内科

藍原 和史

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-15

027-220-7111

循環器内科

清水 龍吾

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-15

027-220-7111

耳鼻咽喉科

髙野 峻一

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-15

027-220-7111

呼吸器・アレルギー内科

橋本 真理

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-15

027-220-7111

小児科

岩脇 史郎

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-15

027-220-7111

小児科
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石川 大介

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-15

027-220-7111

脳神経内科

田部井 容子

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-15

027-220-7111

小児科

木下 雅人

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-15

027-220-7111

腎臓・リウマチ内科

長又 亮

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-15

027-220-7111

腎臓・リウマチ内科

猪俣 和弘

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-22

027-220-7111

整形外科

今井 陽一

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-15

027-220-7111

腎臓・リウマチ内科

大山 善昭

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-15

027-220-8740

循環器内科

櫻井 みずき

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-15

027-220-7111

耳鼻咽喉科

藍原 正憲

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-15

027-220-7111

脳神経外科

増田 友美

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-15

027-220-7111

呼吸器内科

藤原 千紗子

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-15

027-220-8284

皮膚科

佐藤 麻里

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-15

027-220-7111

内科

石田 恵美

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-15

027-220-7111

内分泌・糖尿病内科

石川 真衣

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-15

027-220-7111

皮膚科

石橋 洋平

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-15

027-220-7111

循環器内科

大崎 綾

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-15

027-220-7111

内分泌糖尿病内科

金山 雄樹

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-15

027-220-7111

消化器・肝臓内科

栗山 裕子

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-15

027-220-7111

皮膚科

池田 佳生

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-15

027-220-7111

神経内科

山崎 恒夫

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-15

027-220-8975

神経内科

長嶺 俊

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3－39－15

027-220-7111

神経内科

長嶋 和明

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-22

027-220-8061

神経内科

牧岡 幸樹

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3－39－15

027-220-8538

神経内科

伊部 崇史

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3－39－15

027-220-7111

呼吸器外科

渋沢 弥生

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3丁目39番15号

027-220-7111

皮膚科

上原 顕仁

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-15

027-220-7111

皮膚科

伴野 潤一

社会医療法人鶴谷会 鶴谷病院

370-0117 伊勢崎市境百々421

0270-74-0670

内科

平石 光

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-15

027-220-7111

産婦人科

岡邨 興一

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-22

027-220-7111

整形外科

田鹿 毅

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-22

027-220-8269

整形外科

大瀧 容一

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3－39－15

027-220-8245

呼吸器外科

諏訪 絢也

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-15

027-220-7111

腎臓・リウマチ内科

大崎 愛果

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3－39－15

027-220-7111

腎臓内科、膠原病内科（リウマ
チ科）

中里見 征央

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3－39－15

027-220-8166

腎臓・リウマチ内科

古田 みのり

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3－39－15

027－220－7111 脳神経内科

吉野 聡

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3－39－15

027－220－7111 内分泌糖尿病内科

加藤 寿光

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3－39－15

027－220－7111 循環器内科

向井 亮

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-15

027-220-7111
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柴田 康博

高崎総合医療センター

370-0829 高崎市高松町36

027-322-5835

泌尿器科

星野 晶子

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-15

027-220-7111

腎臓・リウマチ内科

佐藤 正行

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-15

027-220-7111

脳神経内科

髙木 陽子

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3－39－15

027-220-7111

小児科

永井 和樹

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3－39－15

027-220-7111

眼科

山崎 咲保里

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-15

027-220-7111

皮膚科

藤田 行雄

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-15

027-220-8061

神経内科

山口 直樹

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3丁目39番15号

027-220-7111

内分泌糖尿病内科

小林 靖子

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-15

027-220-8205

小児科

青木 智之

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-15

027-220-7111

内分泌内科

品川 穣

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3－39－15

027-220-7111

小児科

荒川 篤康

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3－39－15

027-220-7111

小児科

清水 智彦

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3－39－15

027-220-7111

内分泌糖尿病内科

田中 雅彦

けやきクリニック

371-0802 前橋市天川町1666番地1

027-263-1018

土岐 清香

けやきスキンクリニック

371-0803 前橋市天川原町1-14-8

027-212-8915

小泉 裕之

小泉整形外科

371-0022 前橋市千代田町4-2-2

027-234-2511

整形外科

酒井 保治郎

公益財団法人老年病研究所附属病院

371-0847 前橋市大友町三丁目26番地8

027-253-3311

脳神経内科

天野 晶夫

公益財団法人老年病研究所附属病院

371-0847 前橋市大友町三丁目26番地8

027-253-3311

循環器科

島田 晴彦

公益財団法人老年病研究所附属病院

371-0847 前橋市大友町三丁目26番地8

027-253-3311

整形外科

高玉 篤

公益財団法人老年病研究所附属病院

371-0847 前橋市大友町三丁目26番地8

027-253-3311

眼科

増田 裕一

公益財団法人老年病研究所附属病院

371-0847 前橋市大友町三丁目26番地8

027-253-3311

麻酔科

甘利 雅邦

公益財団法人老年病研究所附属病院

371-0847 前橋市大友町三丁目26番地8

027-253-3311

脳神経内科

岩井 𠀋幸

公益財団法人老年病研究所附属病院

371-0847 前橋市大友町三丁目26番地8

027-253-3311

脳神経外科

高玉 真

公益財団法人老年病研究所附属病院

371-0847 前橋市大友町三丁目26番地8

027-253-3311

脳神経外科

館野 勝彦

公益財団法人老年病研究所附属病院

371-0847 前橋市大友町三丁目26番地8

027-253-3311

整形外科

岡本 幸市

公益財団法人老年病研究所附属病院

371-0847 前橋市大友町三丁目26番地8

027-253-3311

脳神経内科

宮本 直子

公益財団法人老年病研究所附属病院

371-0847 前橋市大友町三丁目26番地8

027-253-3311

脳神経外科

内藤 功

公益財団法人老年病研究所附属病院

371-0847 前橋市大友町三丁目26番地8

027-253-3311

脳神経外科

佐藤 圭司

公益財団法人老年病研究所附属病院

371-0847 前橋市大友町三丁目26番地8

027-253-3311

整形外科

森本 奈緒子

公益財団法人老年病研究所附属病院

371-0847 前橋市大友町3-26-8

027-253-3311

皮膚科

東海林 幹夫

公益財団法人老年病研究所附属病院

371-0847 前橋市大友町三丁目26番地8

027-253-3311

脳神経内科

瓦林 毅

公益財団法人老年病研究所附属病院

371-0847 前橋市大友町三丁目26番地8

027-253-3311

脳神経内科

栁橋 淳子

公益財団法人老年病研究所附属病院

371-0847 前橋市大友町三丁目26番地8

027-253-3311

整形外科

高玉 真光

公益財団法人老年病研究所附属病院

371-0847 前橋市大友町三丁目26番地8

027-253-3311

内科

山口 晴保

公益財団法人老年病研究所附属病院

371-0847 前橋市大友町三丁目26番地8

027-253-3311

脳神経内科

中村 保子

公益財団法人老年病研究所附属病院

371-0847 前橋市大友町三丁目26番地8

027-253-3311

内科

勝山 彰

公益財団法人老年病研究所附属病院

371-0847 前橋市大友町三丁目26番地8

027-253-3311

内科

小林 和弘

小林外科胃腸科医院゜

371-0812 前橋市広瀬町2-1-12

027-263-2535

消化器科・外科
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内科、外科、胃腸内科、肛門
外科
皮膚科、小児皮膚科、美容皮
膚科

氏名

医療機関名称

郵便番号

所在地

電話番号

診療科目

小林 出

小林内科・胃腸科クリニック

371-0811 前橋市朝倉町930-3

027-290-3200

内科、胃腸科、循環器科、呼
吸器科

齋藤 典之

齋藤医院

371-0014 前橋市朝日町4-20-15

027-224-7134

内科、小児科、循環器内科

堺堀 洋治

堺堀整形外科医院

371-0104 前橋市富士見町時沢2051-4

027-260-5125

整形外科

佐々木 泰

ささき整形外科

371-0103 前橋市富士見町小暮867

027-288-2006

整形外科

佐治 和喜

佐治内科医院

371-0133 前橋市端気町374-15

027-264-3500

内科、呼吸器内科、循環器内
科、アレルギー科、小児科

塩澤 裕行

しおざわ整形外科クリニック

371-0051 前橋市上細井町2044番地１

027-219-1199

整形外科、リハビリテーション科、リ
ウマチ科

豊田 実

耳鼻咽喉科とよだクリニック

379-2122 前橋市駒形町５５７－１

027-267-1100

耳鼻咽喉科

清水 良

しみず眼科クリニック

371-0221 前橋市樋越町875

027-230-4611

眼科

萩原 聡

しらかわ診療所

371-0051 前橋市上細井町2068-1

027-260-1116

内科、消化器科

小野里 康博

しらかわ診療所

371-0051 前橋市上細井町2068-1

027-260-1116

内科、消化器科

新井 理記

しらかわ診療所

371-0051 前橋市上細井町2068-1

027-260-1116

内科、消化器科

本城 裕章

新前橋すこやか内科・漢方内科クリニック

371-0843 前橋市新前橋町16-48

027-288-0977

内科・漢方内科・外科

関 清之

関内科医院

379-2154 前橋市天川大島町1-7-12

027-224-4680

内科 神経内科

関 隆致

せき整形外科クリニック

371-0015 前橋市三河町1-28-1

027-226-6631

整形外科、リハビリテーション
科

小屋 紘子

善衆会病院

379-2115 前橋市笂井町54-1

027-261-5410

内科

面髙 拓矢

善衆会病院

379-2115 前橋市笂井町54-1

027-261-5410

整形外科

坂元 純

大学橋ファミリークリニック

371-0047 前橋市関根町2-21-9

027-212-6627

小児科、小児外科、内科、外科、
皮膚科、リハビリテーション科

小林 剛一

剛医院

371-0812 前橋市広瀬町３－１１－１

027-266-3566

内科・外科・整形外科

武井 宏輔

たけい内科クリニック

379-2121 前橋市小屋原町582-4

027-280-8080

竹村 達弥

たけむら整形外科クリニック

371-0837 前橋市箱田町1471-16

027-212-3266

田村 一志

たむらこどもクリニック

371-0013 前橋市西片貝町3-123-5

027-289-0555

小児科

津田 京一郎

津田ホームケア診療所

371-0823 前橋市川曲町1-1

027-225-5000

内科、外科

土屋 卓磨

つちや内科クリニック

371-0831 前橋市小相木町1-1-4

027-256-7770

内科、呼吸器内科、アレル
ギー科

得居 賢二

とくい眼科

371-0852 前橋市総社町総社1182-4

027-290-1091

眼科

阿久澤 暢洋

独立行政法人地域医療機能推進機構 群馬中央病院 371-0025 前橋市紅雲町1-7-13

０２７－２２１－８１６５ 内科

谷 賢実

独立行政法人地域医療機能推進機構 群馬中央病院 371-0025 前橋市紅雲町1-7-13

027－221－8165 外科

大山 啓太

独立行政法人地域医療機能推進機構 群馬中央病院 371-0025 前橋市紅雲町1-7-13

027－221－8165 内科

河野 美幸

独立行政法人地域医療機能推進機構 群馬中央病院 371-0025 前橋市紅雲町1-7-13

027-221-8165

小児科

工藤 毅

独立行政法人地域医療機能推進機構 群馬中央病院 371-0025 前橋市紅雲町1-7-13

027-221-8165

耳鼻いんこう科

山本 英輝

独立行政法人地域医療機能推進機構 群馬中央病院 371-0025 前橋市紅雲町1-7-13

027-221-8165

外科（小児外科）

中島 飛志

独立行政法人地域医療機能推進機構 群馬中央病院 371-0025 前橋市紅雲町1-7-13

027-221-8165

整形外科

田嶋 久美子

独立行政法人地域医療機能推進機構 群馬中央病院 371-0025 前橋市紅雲町1-7-13

027-221-8165

内科

羽鳥 貴

独立行政法人地域医療機能推進機構 群馬中央病院 371-0025 前橋市紅雲町1-7-13

027-221-8165

内科

田代 雅彦

独立行政法人地域医療機能推進機構 群馬中央病院 371-0025 前橋市紅雲町1-7-13

027-221-8165

小児科

須永 康夫

独立行政法人地域医療機能推進機構 群馬中央病院 371-0025 前橋市紅雲町1-7-13

027-221-8165

小児科

水野 隆久

独立行政法人地域医療機能推進機構 群馬中央病院 371-0025 前橋市紅雲町1-7-13

027-221-8165

小児科

北原 陽之助

独立行政法人地域医療機能推進機構 群馬中央病院 371-0025 前橋市紅雲町1-7-13

027-221-8165

内科

今井 邦彦

独立行政法人地域医療機能推進機構 群馬中央病院 371-0025 前橋市紅雲町1-7-13

027-221-8165

内科
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内科、呼吸器内科、アレル
ギー科
整形外科、リウマチ科、リハビ
リテーション科

氏名

医療機関名称

郵便番号

所在地

電話番号

診療科目

須賀 俊博

独立行政法人地域医療機能推進機構 群馬中央病院 371-0025 前橋市紅雲町1-7-13

027-221-8165

内科

小暮 敏明

独立行政法人地域医療機能推進機構 群馬中央病院 371-0025 前橋市紅雲町1-7-13

027-221-8165

和漢診療科

内藤 浩

独立行政法人地域医療機能推進機構 群馬中央病院 371-0025 前橋市紅雲町1-7-13

027-221-8165

外科

深澤 孝晴

独立行政法人地域医療機能推進機構 群馬中央病院 371-0025 前橋市紅雲町1-7-13

027-221-8165

外科

斎藤 加奈

独立行政法人地域医療機能推進機構 群馬中央病院 371-0025 前橋市紅雲町1-7-13

027-221-8165

外科

田部 雄一

独立行政法人地域医療機能推進機構 群馬中央病院 371-0025 前橋市紅雲町1-7-13

027-221-8165

外科

湯浅 和久

独立行政法人地域医療機能推進機構 群馬中央病院 371-0025 前橋市紅雲町1-7-13

027-221-8165

消化器内科

堀内 克彦

独立行政法人地域医療機能推進機構 群馬中央病院 371-0025 前橋市紅雲町1-7-13

027-221-8165

消化器内科

堤 智史

独立行政法人地域医療機能推進機構 群馬中央病院 371-0025 前橋市紅雲町1-7-13

027-221-8165

整形外科

中川 由美

医療法人社団三思会 東邦病院

0277-76-6311

整形外科

伊藤 理廣

独立行政法人地域医療機能推進機構 群馬中央病院 371-0025 前橋市紅雲町1-7-13

027-221-8165

産婦人科

前嶋 京子

独立行政法人地域医療機能推進機構 群馬中央病院 371-0025 前橋市紅雲町1-7-13

027-221-8165

眼科

龍﨑 圭一郎

独立行政法人地域医療機能推進機構 群馬中央病院 371-0025 前橋市紅雲町1-7-13

027-221-8165

皮膚科

畑山 和久

独立行政法人地域医療機能推進機構 群馬中央病院 371-0025 前橋市紅雲町1-7-13

027-221-8165

整形外科

林 絵理

独立行政法人地域医療機能推進機構 群馬中央病院 371-0025 前橋市紅雲町1-7-13

027-221-8165

消化器内科

根岸 真由美

独立行政法人地域医療機能推進機構 群馬中央病院 371-0025 前橋市紅雲町1-7-13

027-221-8165

内科

福地 稔

独立行政法人地域医療機能推進機構 群馬中央病院 371-0025 前橋市紅雲町1-7-13

027-221-8165

外科

原田 直之

独立行政法人地域医療機能推進機構 群馬中央病院 371-0025 前橋市紅雲町1-7-13

027-221-8165

呼吸器内科（内科、和漢診療
科）

長谷川 典子

独立行政法人地域医療機能推進機構 群馬中央病院 371-0025 前橋市紅雲町1-7-13

027-221-8165

内科

大沢 天使

独立行政法人地域医療機能推進機構 群馬中央病院 371-0025 前橋市紅雲町1-7-13

027-221-8165

内科

櫛淵 可奈子

独立行政法人地域医療機能推進機構 群馬中央病院 371-0025 前橋市紅雲町1-7-13

027-221-8165

健診科

平澤 聡

独立行政法人地域医療機能推進機能 群馬中央病院 371-0025 前橋市紅雲町1-7-13

027-221-8165

放射線科

田原 博貴

独立行政法人地域医療機能推進機能 群馬中央病院 371-0025 前橋市紅雲町1-7-13

027221-8165

消化器内科

鳥羽 和之

鳥羽整形外科クリニック

371-0025 前橋市紅雲町2-21-13

027-223-7700

整形外科、リハビリテーション
科、リウマチ科、外科

富澤 紀信

富沢病院

371-0014 前橋市朝日町4-17-1

027-224-3955

整形外科

殿岡 なお子

殿岡内科医院

371-0803 前橋市天川原町2丁目247番地の5 027-221-1599

内科

中澤 康夫

中沢クリニック

371-0032 前橋市若宮町4-8-18

027-230-1220

泌尿器科、皮膚科

永島 勇

永島内科医院

371-0018 前橋市三俣町二丁目11-20

027-232-6435

内科

登田 久子

永島内科医院

371-0018 前橋市三俣町二丁目11-20

027-232-6435

内科

中田 裕一

中田クリニック

371-0837 前橋市箱田町1039-4

027-251-1360

小児科、内科

中野 秀彦

中野医院

371-0843 前橋市新前橋町8-15

027-290-1388

内科、呼吸器科、胃腸科

杉田 裕

二之沢前橋クリニック

371-0035 前橋市岩神町2-4-7

027-225-2122

呼吸器内科

岡野 博

岡野内科胃腸科医院

371-0044 前橋市荒牧町一丁目13-10

027-237-1200

内科、消化器科、呼吸器科、
循環器科

橋爪 真之

はしづめ胃腸と内科のクリニック

371-0811 前橋市朝倉町3-34-6

027-257-0546

内科

橋爪 洋明

はしづめ診療所

379-2146 前橋市公田町515-1

027-226-1806

羽鳥 毅

羽鳥眼科

371-0802 前橋市天川町75-2

027-243-3711

眼科

塙 光一

塙医院

371-0017 前橋市日吉町4-5-5

027-231-5348

アレルギー科、内科

羽生田 直人

羽生田眼科医院

371-0023 前橋市本町2-19-1

027-226-1010
027-226-0023

眼科

379-2311 みどり市笠懸町阿左美1115
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氏名

医療機関名称

郵便番号

所在地

電話番号

診療科目

角田 大介

東前橋整形外科病院

379-2104 前橋市西大室町1302-2

027－268-5777

整形外科

羽鳥 基明

日高病院

370-0001 高崎市中尾町886

027-362-6201

泌尿器科

福山 昭一

福山内科

371-0012 前橋市東片貝町97番地7

027-243-1380

内科

富田 智之

二子山クリニック

371-0811 前橋市朝倉町1-3-18

027-263-1331

内科、循環器内科

橋爪 裕

まえばし在宅クリニック

371-0033 前橋市国領町1-2-2

027-230-1110

内科

小野 浩一

前橋東クリニック

379-2102 前橋市下大屋町558-9

027-268-2260

内科、循環器科、呼吸器科、リ
ウマチ科、アレルギー科

矢島 賢司

前橋協立診療所

371-0016 前橋市城東町３－１５－２８

027-231-6060

リハビリテーション科

井上 有沙

前橋協立診療所

371-0016 前橋市城東町3-15-28

027-231-6060

内科

桑原 美穂

前橋協立診療所

371-0016 前橋市城東町3-15-28

027-231-6060

内科

高柳 亮

前橋協立診療所

371-0016 前橋市城東町3-15-28

027-231-6060

内科

深津 章

前橋協立病院

371-0811 前橋市朝倉町828-1

027-265-3511

内科

齋藤 耕一郎

前橋協立病院

371-0811 前橋市朝倉町828-1

027-265-3511

小児科

岩森 秀樹

前橋協立病院

371-0811 前橋市朝倉町828-1

027-265-3511

整形外科

北原 賢二

前橋協立病院

371-0811 前橋市朝倉町828-1

027-265-3511

産婦人科

山田 加奈子

前橋協立病院

371-0811 前橋市朝倉町828-1

027-265-3511

眼科

森 圭子

前橋協立病院

371-0811 前橋市朝倉町828-1

027-265-3511

眼科

内川 千恵

前橋協立病院

371-0811 前橋市朝倉町828-1

027-265-3511

整形外科、リハビリ科

佐藤 絵里子

前橋協立病院

371-0811 前橋市朝倉町828-1

027-265-3511

小児科

野本 泰介

前橋協立病院

371-0811 前橋市朝倉町828-1

027-265-3511

内科

坂本 輝彦

前橋協立病院

371-0811 前橋市朝倉町828-1

027-265-3511

内科

瀧口 由希

前橋協立病院

371-0811 前橋市朝倉町828-1

027-265-3511

内科

矢島 昭彦

前橋協立病院

371-0811 前橋市朝倉町828-1

027-265-3511

小児科

鈴木 伸

前橋協立病院

371-0811 前橋市朝倉町828-1

027-265-3511

内科

西上 信太郎

前橋協立病院

371-0811 前橋市朝倉町828-1

027-265-3511

内科

瀧口 道生

前橋協立病院

371-0811 前橋市朝倉町828-1

027-265-3511

内科、リハビリ科

小平 明弘

前橋協立病院

371-0811 前橋市朝倉町828-1

027-265-3511

内科

上間 貴子

前橋城南病院

379-2161 前橋市富田町1172-1

027-268-4111

循環器腎臓内科

渡邉 俊樹

前橋赤十字病院

371-0811 前橋市朝倉町389-1

027-265-3333

総合内科

関根 彰子

前橋赤十字病院

371-0811 前橋市朝倉町389番地1

027-265-3333

神経内科

吉澤 将士

前橋赤十字病院

371-0811 前橋市朝倉町389-1

027-265-3333

脳神経外科

岩下 広志

前橋赤十字病院

371-0811 前橋市朝倉町389-1

027-265-3333

呼吸器内科

上原 豊

前橋赤十字病院

371-0811 前橋市朝倉町389-1

027-265-3333

糖尿病、内分泌内科

本橋 玲奈

前橋赤十字病院

371-0811 前橋市朝倉町389-1

027-265-3333

腎臓、リウマチ、膠原病内科

小倉 秀充

前橋赤十字病院

371-0811 前橋市朝倉町389-1

027-265-3333

血液内科

小保方 馨

前橋赤十字病院

371-0811 前橋市朝倉町389-1

027-265-3333

精神科

滝瀬 淳

前橋赤十字病院

371-0811 前橋市朝倉町389-1

027-265-3333

呼吸器内科

堀江 健夫

前橋赤十字病院

371-0811 前橋市朝倉町389-1

027-265-3333

呼吸器内科

阿部 毅彦

前橋赤十字病院

371-0811 前橋市朝倉町389-1

027-265-3333

消化器内科
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新井 弘隆

前橋赤十字病院

371-0811 前橋市朝倉町389-1

027-265-3333

消化器内科

飯塚 賢一

前橋赤十字病院

371-0811 前橋市朝倉町389-1

027-265-3333

消化器内科

丹下 正一

前橋赤十字病院

371-0811 前橋市朝倉町389-1

027-265-3333

心臓血管内科

黒崎 亮

前橋赤十字病院

371-0811 前橋市朝倉町389-1

027-265-3333

外科

反町 泰紀

前橋赤十字病院

371-0811 前橋市朝倉町389-1

027-265-3333

整形外科

朝倉 健

前橋赤十字病院

371-0811 前橋市朝倉町389-1

027-265-3333

脳神経外科

藤巻 広也

前橋赤十字病院

371-0811 前橋市朝倉町389-1

027-265-3333

脳神経外科

松尾 康滋

前橋赤十字病院

371-0811 前橋市朝倉町389-1

027-265-3333

泌尿器科

鈴木 光一

前橋赤十字病院

371-0811 前橋市朝倉町389-1

027-265-3333

泌尿器科

二宮 洋

前橋赤十字病院

371-0811 前橋市朝倉町389-1

027-265-3333

耳鼻咽喉科

中野 実

前橋赤十字病院

371-0811 前橋市朝倉町389-1

027-265-3333

救急科

中村 光伸

前橋赤十字病院

371-0811 前橋市朝倉町389-1

027-265-3333

集中治療科、救急科

鈴木 裕之

前橋赤十字病院

371-0811 前橋市朝倉町389-1

027-265-3333

集中治療科、救急科

宮崎 達也

前橋赤十字病院

371-0811 前橋市朝倉町389-1

027-265-3333

外科

田原 研一

前橋赤十字病院

３７１－０８１１

前橋市朝倉町389-1

027-265-3333

血液内科

黒沢 幸嗣

前橋赤十字病院

371-0811 前橋市朝倉町389-1

027-265-3333

臨床検査科

溝口 史剛

前橋赤十字病院

371-0811 前橋市朝倉町389-1

027-265-3333

小児科

滝澤 大地

前橋赤十字病院

371-0811 前橋市朝倉町389-1

027-265-3333

消化器内科

懸川 聡子

前橋赤十字病院

371-0811 前橋市朝倉町389-1

027-265-3333

小児科

松井 敦

前橋赤十字病院

371-0811 前橋市朝倉町389-1

027-265-3333

小児科

清水 真理子

前橋赤十字病院

371-0811 前橋市朝倉町389-1

027-265-3333

小児科

曽我部 陽子

前橋赤十字病院

371-0811 前橋市朝倉町389-1

027-265-3333

皮膚科

庭前 野菊

前橋赤十字病院

371-0811 前橋市朝倉町389-1

027-265-3333

心臓血管内科

浅見 和義

前橋赤十字病院

371-0811 前橋市朝倉町389-1

027-265-3333

整形外科

内田 徹

前橋赤十字病院

371-0811 前橋市朝倉町389-1

027-265-3333

整形外科

矢内 充洋

前橋赤十字病院

３７１－０８１１

前橋市朝倉町389-1

027-265-3333

外科

桒田 俊之

前橋赤十字病院

371-0811 前橋市朝倉町389-1

027-265-3333

心臓血管外科

稲沢 正士

前橋赤十字病院

371-0811 前橋市朝倉町389-1

027-265-3333

内科

園田 裕之

前橋赤十字病院

３７１－０８１１

前橋市朝倉町389-1

027-265-3333

整形外科

東 裕美子

前橋赤十字病院

371-0811 前橋市朝倉町389-1

027-265-3333

リハビリテーション科

山路 佳久

前橋赤十字病院

371-0811 前橋市朝倉町389-1

027-265-3333

形成・美容外科

上吉原 光宏

前橋赤十字病院

371-0811 前橋市朝倉町389-1

027-265-3333

呼吸器外科

佐鳥 圭輔

前橋赤十字病院

371-0811 前橋市朝倉町389-1

027-265-3333

循環器内科

吉田 知典

前橋赤十字病院

371-0811 前橋市朝倉町389-1

027-265-3333

外科

深井 泰守

利根中央病院

378-0012 沼田市沼須町910-1

0278-22-4321

消化器内科

蜂巣 克昌

前橋赤十字病院

３７１－０８１１

前橋市朝倉町389-1

027-265-3333

呼吸器内科

山崎 節生

前橋赤十字病院

371-0811 前橋市朝倉町389-1

027-265-3333

消化器内科

飯塚 美咲

前橋赤十字病院

371-0811 前橋市朝倉町389-1

027-265-3333

眼科

神宮 飛鳥

前橋赤十字病院

３７１－０８１１

前橋市朝倉町389-1

027-265-3333

呼吸器内科
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長屋 孝雄

前橋脳外科クリニック

371-0012 前橋市東片貝町720番地

027-221-8145

脳神経外科

富澤 真一郎

前橋脳外科クリニック

371-0012 前橋市東片貝町720番地

027-221-8145

脳神経外科

高橋 大樹

前橋みなみモール眼科

379-2143 前橋市新堀町1047

027-290-3733

眼科

板倉 宏高

前橋ミナミ眼科

371-0814 前橋市宮地町146-1

027-288-0895

眼科

板倉 麻理子

前橋ミナミ眼科

371-0814 前橋市宮地町146-1

027-288-0895

眼科

町井 一史

町井耳鼻咽喉科

371-0801 前橋市文京町2-14-6

027-221-2551

耳鼻咽喉科

町田 崇

町田内科クリニック

371-0232 前橋市茂木町5-5

027-280-2800

内科、消化器内科

丸山 明信

丸山眼科クリニック

371-0805 前橋市南町3-59-4

027-223-5941

眼科

水島 和幸

みずしま脳神経内科・内科クリニック

371-0014 前橋市朝日町１－２５－７

027-289-6788

神経内科

宮石 裕介

宮石内科医院

371-0051 前橋市上細井町1955-1

027-234-1876

内科

村松 誠司

みやぎクリニック

371-0244 前橋市鼻毛石町637-19

027-280-2510

内科

宮崎 昌久

みやざき内科クリニック

371-0846 前橋市元総社町2467-9

027-212-5000

内科、循環器内科、呼吸器内
科、アレルギー科

村谷 貢

村谷胃腸科医院

371-0811 前橋市朝倉町178-4

027-265-4141

内科、胃腸科、外科、肛門科

桺澤 三朗

やなぎさわファミリークリニック

371-0811 前橋市朝倉町893-2

027-265-0050

内科、循環器内科、糖尿病内
科、小児科

山口 崇彦

山口内科クリニック

371-0052 前橋市上沖町252-1

027-260-6500

内科

山下 眞

やました内科医院

371-0004 前橋市亀泉町606-2

027-212-0148

内科、腎臓内科、糖尿病内
科、呼吸器内科

山本 哲生

山本整形外科医院

371-0013 前橋市西片貝町1-200

027-232-3069

整形外科、リハビリテーション科

山本 竜一

山本整形外科医院

371-0013 前橋市西片貝町1-200

027-232-3069

整形外科

結城 尚

結城眼科医院

371-0013 前橋市西片貝町3丁目286-1

027-226-7575

眼科

伊東 大吾

横田マタニティーホスピタル

371-0031 前橋市下小出町1-5-22

027-219-4103

小児科

吉野 昭男

吉野医院

371-0018 前橋市三俣町2-13-10

027-232-3333

精神科、内科、神経科

南 龍野

リハビリ整形外科 みなみクリニック

371-0046 前橋市川原町1-49-2

027-210-3737

吉川 純江

ローズタウン糖尿病内科

371-0002 前橋市江木町1701-1

027-226-1466

若松 秀

わかまつ循環器科内科医院

371-0013 前橋市西片貝町5-19-20

027-243-8700

山田 邦子

若宮内科

371-0017 前橋市日吉町4-44-47

027-234-6001

野村 博子

若宮内科

371-0017 前橋市日吉町4-44-47

027-234-6001

内科、消化器科、呼吸器科

石川 隆

医療法人相生会 わかば病院

371-0843 前橋市新前橋3-3

027-255-5255

整形外科

成清 卓二

医療法人相生会 わかば病院

371-0843 前橋市新前橋3-3

027-255-5255

内科、腎臓病、膠原病リウマ
チ性疾患

南雲 俊之

医療法人相生会 わかば病院

371-0843 前橋市新前橋3-3

027-255-5255

内科、血液内科

金子 哲也

医療法人相生会 わかば病院

371-0843 前橋市新前橋3-3

027-255-5255

外科

小暮 真也

医療法人相生会 わかば病院

371-0843 前橋市新前橋3-3

027-255-5252

循環器内科

家崎 桂吾

医療法人あすなろ会 家崎医院

371-0805 前橋市南町2-10-10

027-221-7888

内科、胃腸内科

新井 和男

医療法人あらいクリニック

371-0846 前橋市元総社町848-7

027-253-0100

外科、内科、胃腸科、肛門科

猿木 和久

医療法人さるきクリニック

370-3573 前橋市青梨子町178

027-210-7171

内科、泌尿器科

金井 秀夫

医療法人三矢会 上毛大橋クリニック

371-0046 前橋市川原町一丁目49-6

027-237-2800

腎臓内科、透析

菊池 孝

医療法人菊池内科クリニック

370-3573 前橋市青梨子町811-4

027-219-3356

内科

飯塚 春尚

医療法人光風会 飯塚医院

379-2107 前橋市荒口町525-3

027-268-5600

内科、消化器内科

清水 幸博

医療法人三矢会 上毛大橋クリニック

371-0046 前橋市川原町一丁目49-6

027-237-2800

内科
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内科、呼吸器科、消化器科、
小児科
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重原 哲也

医療法人三矢会 上毛大橋クリニック

371-0046 前橋市川原町一丁目49-6

027-237-2800

腎臓内科、リウマチ科、内科

西田 昌功

医療法人賛功会 西田整形外科

371-0221 前橋市樋越町677番地の1

027-280-2233

整形外科、外科、リウマチ科、
リハビリテーション科

川島 秀夫

医療法人秀穎会 川島クリニック

371-0013 前橋市西片貝町一丁目212-3

027-260-1187

耳鼻咽喉科

岸川 一郎

医療法人新井胃腸科診療所

371-0034 前橋市昭和町一丁目16番10号

027-231-2083

胃腸科、外科

石橋 明博

医療法人相生会 わかば病院

371-0843 前橋市新前橋3-3

027-255-5252

内科、放射線科

村上 静幹

医療法人村上皮膚科医院

379-2152 前橋市下大島町743-2

027-267-0188

皮膚科

田中 義

医療法人田中醫院

371-0022 前橋市千代田町1-5-5

027-231-2443

内科

萩原 廣明

医療法人榮知会 萩原内科医院

379-2106 前橋市荒子町1585-2

027-268-1415

内科、胃腸科、小児科

中野 佑哉

群馬県済生会前橋病院

371-0821 前橋市上新田町564-1

027-252-6011

消化器内科

舘野 利絵子

群馬県済生会前橋病院

371-0821 前橋市上新田町564-1

027-252-6011

循環器内科

飯野 宏允

群馬県済生会前橋病院

371-0821 前橋市上新田町564-1

027-252-6011

血液内科

齋藤 直人

群馬県済生会前橋病院

371-0821 前橋市上新田町564-1

027-252-6011

消化器内科

戸島 洋貴

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-15

027-220-7111

消化器・肝臓内科

柴 慎太郎

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-15

027-220-7111

放射線科

小林 宣彦

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-15

027-220-7111

血液内科

和田 綾

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-15

027-220-7111

小児科

新田 啓介

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-15

027-220-7111

眼科

錦戸 彩加

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-15

027-220-7111

内分泌糖尿病内科

品川 知司

群馬大学医学部附属病院

371-8511 前橋市昭和町3-39-22

027-220-8269

整形外科

佐藤 美恵

公益財団法人老年病研究所附属高玉診療所

371-0023 前橋市本町一丁目17番4号

027-223-1414

麻酔科、内科

奥 裕子

青い鳥ファミリークリニック

377-0006 渋川市行幸田28-5

0279-26-2681

内科、小児科

赤羽 典子

あかばね眼科

370-0801 高崎市上並榎町140-9

027-388-9111

眼科

山田 敬之

あすなろクリニック

370-3521 高崎市棟高町1675-550

027-372-8060

内科（消化器・呼吸器・心療）、
皮膚科、外科

有澤 信義

ありさわ整形外科

370-0077 高崎市上小塙町769-3

027-387-0511

整形外科、リウマチ科

伊藤 嘉奈子

一般財団法人榛名荘 榛名荘病院

370-3347 高崎市中室田町5989

027-374-1135

整形外科

井野 正剛

一般財団法人榛名荘 榛名荘病院

370-3347 高崎市中室田町5989

027-374-1135

整形外科

登田 尚史

一般財団法人榛名荘 榛名荘病院

370-3347 高崎市中室田町5989

027-374-1135

整形外科

笛木 敬介

一般財団法人榛名荘 榛名荘病院

370-3347 高崎市中室田町5989

027-374-1135

整形外科

清水 敬親

一般財団法人榛名荘 榛名荘病院

370-3347 高崎市中室田町5989

027-374-1135

整形外科

小野 真稔

一般財団法人榛名荘 榛名荘病院

370-3347 高崎市中室田町5989

027-374-1135

整形外科

倉地 浩

一般財団法人榛名荘 榛名荘病院附属高崎診療所はるな脳神経外科

370-0871 高崎市上豊岡町827-1

027-343-2220

脳神経外科

野尻 健

一般財団法人榛名荘 榛名荘病院附属高崎診療所はるな脳神経外科

370-0871 高崎市上豊岡町827-1

027-343-2220

脳神経外科

三枝 德栄

一般財団法人榛名荘
榛名荘病院附属高崎診療所 はるな脳外科

370-0871 高崎市上豊岡町827-1

027-343-8000

整形外科

宗宮 真

一般社団法人榛名荘 榛名荘病院

370-3347 高崎市中室田町5989

027-374-1135

リハビリテーション科

梶原 剛

一般社団法人榛名荘 榛名荘病院

370-3347 高崎市中室田町5989

027-374-1135

神経内科、内科

狩野 友昭

一般社団法人榛名荘 榛名荘病院

370-3347 高崎市中室田町5989

027-374-1135

リハビリテーション科

稲村 弘明

稲村クリニック アレルギー・呼吸器内科

370-0036 高崎市南大類町1241-5

027-353-1769

アレルギー科、呼吸器内科、内科

乾 恵輔

乾小児科内科医院

370-0828 高崎市宮元町207

027-322-3252

循環器内科
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田内 徹

医療法人 井上病院

370-0053 高崎市通町55番地

027-322-3660

整形外科

大久保 斎

医療法人 大久保医院

370-1301 高崎市新町2846

0274-42-0100

内科、肝臓内科、消化器内科、糖尿
病内科、呼吸器内科、循環器内科

小野垣 義男

医療法人 小野垣医院

370-0852 高崎市中居町３－３９－２

027-352-2233

内科・消化器科・循環器科

萩原 里実

医療法人 重田こども・アレルギークリニック

370-0015 高崎市島野町1418

027-350-1700

小児科

清水 祐二

医療法人 清水耳鼻咽喉科

370-0011 高崎市京目町321-4

027-353-4533

耳鼻咽喉科

宮下 興

医療法人 高崎ペインクリニック

370-0035 高崎市柴崎町天王前1497

027-353-0900

麻酔科

相馬 眞祈

医療法人 多聞会 たかさき耳鼻咽喉科

370-0031 高崎市上大類町1277-1

027-352-3341

耳鼻咽喉科

牧元 忠之

医療法人 牧元医院

370-0064 高崎市芝塚町1845-2

027-322-3623

内科

江原 謙輔

医療法人 吉井中央診療所

370-2132 高崎市吉井町吉井415-1

027-387-5889

眼科

國本 昌子

医療法人杏仁会 松岡病院

370-0862 高崎市片岡町一丁目17番31号

027-323-0954

内科

長島 知久

医療法人泉和会 中泉こどもクリニック

370-3524 高崎市中泉町608-1

027-350-3222

小児科

竹田 果南

医療法人一歩会 緩和ケア診療所・いっぽ

370-0011 高崎市京目町790

027－353－3353 内科

米本 由木夫

医療法人井上病院

370-0053 高崎市通町55番地

027-322-3660

整形外科、リウマチ科

井上 博

医療法人井上病院

370-0053 高崎市通町55番地

027-322-3660

整形外科、リウマチ科

田村 靖之

医療法人井上病院

370-0053 高崎市通町55番地

027-322-3660

整形外科、リウマチ科

三冨 博文

医療法人井上病院

370-0053 高崎市通町55番地

027-322-3660

内科、リウマチ科

土田 興生

医療法人井上病院

370-0053 高崎市通町55番地

027-322-3660

内科、リウマチ科

野島 美久

医療法人井上病院

370-0053 高崎市通町55番地

027-322-3660

リウマチ科、内科

井上 誠

医療法人井上病院

370-0053 高崎市通町55番地

027-322-3660

内科、リウマチ科

岡村 慎也

医療法人岡村会 岡村胃腸クリニック

370-0045 高崎市東町28-1

027-310-1211

消化器内科、内視鏡内科、肛
門内科、内科、外科

綿貫 雄太

医療法人刀陽会 綿貫病院

370－0065 高崎市末広町41-1

027-322-2206

内科

小林 大志朗

医療法人刀陽会 綿貫病院

370-0065 高崎市末広町41番地1

027-322-2206

内科、泌尿器科、人工透析

小林 功

医療法人関越中央病院

370-3513 高崎市北原町71番地

027-373-5115

外科

原澤 信雄

医療法人関越中央病院

370-3513 高崎市北原町71番地

027-373-5115

外科、消化器外科、消化器科

蔵屋敷 隆二

医療法人関越中央病院

370-3513 高崎市北原町71番地

027-373-5115

外科、消化器外科

平井 立志

医療法人関越中央病院

370-3513 高崎市北原町71番地

027-373-5115

内科、循環器科

新島 和

医療法人関越中央病院

370-3513 高崎市北原町71番地

027-373-5115

循環器科

新島 彩

医療法人関越中央病院

370-3513 高崎市北原町71番地

027-373-5115

麻酔科

新島 桂

医療法人関越中央病院

370-3513 高崎市北原町71番地

027-373-5115

循環器科

安藤 寿章

医療法人関越中央病院

370-3513 高崎市北原町71番地

027-373-5115

循環器科

清水 直樹

医療法人清真会 清水胃腸科内科クリニック

370-0881 高崎市町屋町627-1

027-360-4771

胃腸内科、内科

井上 一英

医療法人県央会 県央クリニック

370-3524 高崎市中泉町610-2

027-372-1231

外科、内科、胃腸内科、肛門
外科

佐々木 豊志

医療法人佐々木医院

370-0068 高崎市昭和町2番地

027-327-1911

内科、循環器内科

若林 満貴

医療法人シービーシー ＣＢＣクリニック

370-0046 高崎市江木町1718-3

027-321-2111

皮膚科

市村 茂輝

医療法人社団 三愛会 三愛クリニック

370-3511 高崎市金古町1758

027-373-3111

内科、消化器内科

酒井 良典

医療法人社団 三愛会 三愛クリニック

370-3511 高崎市金古町1758

027-373-3111

内科、消化器内科

吉原 成哲

医療法人社団順成会 吉原クリニック

370-3524 高崎市中泉町649番地の1

027-360-6600

脳神経外科

小林 力

医療法人社団 小林外科胃腸科医院

370-0851 高崎市上中居町187-1

027-325-2085

外科
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近藤 清廉

医療法人社団 近藤医院

370-1208 高崎市岩鼻町乙324-3

027-346-2208

内科、循環器科

小倉 治之

医療法人社団 美心会 黒沢病院

370-1203 高崎市矢中町187

027-352-1166

泌尿器科

大森 重宏

医療法人社団 美心会 黒沢病院

370-1203 高崎市矢中町187

027-352-1166

脳神経外科

町田 優

医療法人社団 美心会 黒沢病院

370-1203 高崎市矢中町187

027-352-1166

内科

太田 英孝

医療法人社団 美心会 黒沢病院

370-1203 高崎市矢中町187

027-352-1166

内科

古谷 洋介

医療法人社団 美心会 黒沢病院

370-1203 高崎市矢中町187

027-352-1166

泌尿器科

大木 亮

医療法人社団 美心会 黒沢病院

370-1203 高崎市矢中町187

027-352-1166

泌尿器科

小倉 丈司

医療法人社団 美心会 黒沢病院

370-1203 高崎市矢中町187

027-352-1166

脳神経外科

曲 友弘

医療法人社団 美心会 黒沢病院

370-1203 高崎市矢中町187

027-352-1166

泌尿器科

黒澤 功

医療法人社団 美心会 黒沢病院

370-1203 高崎市矢中町187

027-352-1166

泌尿器科

上野 亜矢

医療法人社団 美心会 黒沢病院

370-1203 高崎市矢中町187

027-352-1166

内科

尾澤 正俊

医療法人社団 美心会 黒沢病院

370-1203 高崎市矢中町187

027-352-1166

外科

錦戸 崇

医療法人社団 美心会 黒沢病院

370-1203 高崎市矢中町187

027-352-1166

内科

田口 正毅

医療法人社団 美心会 黒沢病院

370-1203 高崎市矢中町187

027-352-1166

地域医療担当科・外科

有賀 長規

医療法人社団有賀クリニック

370-0045 高崎市東町80-7

027-326-1711

内科、放射線科

坂本 龍彦

医療法人社団醫光会 赤城クリニック

370-0076 高崎市下小塙町327-2

027-340-7400

内科、リウマチ科

冨澤 健史

医療法人社団醫光会 赤城クリニック

370-0076 高崎市下小塙町327-2

027-340-7400

内科、リウマチ科

大原 一成

医療法人社団大原会 大原病院

370-0063 高崎市飯玉町46

027-362-5801

麻酔科

田中 聖

医療法人社団慈聖会 耳鼻咽喉科田中医院

370-0838 高崎市鍛冶町43

027-322-2604

耳鼻咽喉科

清水 美津夫

医療法人社団 清水内科

370-0069 高崎市飯塚町703

027-362-2838

内科、糖尿病内科、消化器内
科

斉藤 祐二

医療法人社団千栄会 高瀬クリニック

370-0036 高崎市南大類町885-2

027-353-1156

麻酔科

折原 理顕

医療法人社団千栄会 高瀬クリニック

370-0036 高崎市南大類町885-2

027-353-1156

循環器内科

長岡 秀樹

医療法人社団千栄会 高瀬クリニック

370-0036 高崎市南大類町885-2

027-353-1156

循環器内科

天野 宏

医療法人社団千栄会 高瀬クリニック

370-0036 高崎市南大類町885-2

027-353-1156

心臓血管外科

藤田 智之

医療法人社団千栄会 高瀬クリニック

370-0036 高崎市南大類町885-2

027-353-1156

心臓血管外科

大村 暁

医療法人社団千栄会 高瀬クリニック

370-0036 高崎市南大類町885-2

027-353-1156

循環器内科

坂田 義行

医療法人社団千栄会昭和病院

370-1207 高崎市綿貫町1341

027-347-1171

外科

岡野 昭

医療法人社団千栄会昭和病院

370-1207 高崎市綿貫町1341

027-347-1171

外科

厚見 佳彦

医療法人社団千栄会高瀬クリニック

370-0036 高崎市南大類町885-2

027-353-1156

循環器内科

岸 遂忠

医療法人社団田貫会 昭和病院

370-1207 高崎市綿貫町1341

027-347-1171

消化器内科

齊藤 文良

医療法人社団日高会 日高病院

370-0001 高崎市中尾町886

027-362-6201

外科、消化器外科

伴野 祥一

医療法人社団日高会 日高病院

370-0001 高崎市中尾町886

027-362-6201

内科

山口 蔵人

医療法人社団日高会 日高病院

370-0001 高崎市中尾町886

027-362-6201

整形外科

武藤 重明

医療法人社団日高会 日高病院

370-0001 高崎市中尾町886

027-362-6201

腎臓内科

吉川 浩二

医療法人社団日高会 日高病院

370-0001 高崎市中尾町886

027-362-6201

糖尿病内分泌内科

大高 行博

医療法人社団日高会 日高病院

370-0001 高崎市中尾町886

027-362-6201

腎臓内科

安藤 貴俊

医療法人社団日高会 日高病院

370-0001 高崎市中尾町886

027-362-6201

整形外科

内山 和彦

医療法人社団日高会 日高リハビリテーション病院 370-2104 高崎市吉井町馬庭2204

027-388-2005

腎臓内科
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医療法人社団日高会 日高リハビリテーション病院 370-2104 高崎市吉井町馬庭2204

027-388-2005

内科

竹内 茂

医療法人社団日高会 日高リハビリテーション病院 370-2104 高崎市吉井町馬庭2204

027-388-2005

腎臓内科

久保田 仁

医療法人社団日高会 日高リハビリテーション病院 370-2104 高崎市吉井町馬庭2204

027-388-2005

整形外科

大塚 健一

医療法人社団日高会 日高リハビリテーション病院 370-2104 高崎市吉井町馬庭2204

027-388-2005

リハビリテーション科

宇野 治夫

医療法人社団日高会 日高リハビリテーション病院 370-2104 高崎市吉井町馬庭2204

027-388-2005

整形外科

荒井 洋

医療法人社団日高会 日高病院

370-0001 高崎市中尾町886

027-362-6201

循環器内科

大澤 清孝

医療法人社団日高会 日高病院

370-0001 高崎市中尾町886

027-362-6201

外科

小栗 淳

医療法人社団前橋会 高崎ハートホスピタル

370-0001 高崎市中尾町1230番地

027-361-7200

循環器科

川谷 洋平

医療法人社団前橋会 高崎ハートホスピタル

370-0001 高崎市中尾町1230番地

027-361-7200

心臓血管外科

神山 由佳

医療法人社団山崎会 サンピエール病院

370-0857 高崎市上佐野町786-7

027-347-1177

皮膚科

石井 大輔

医療法人社団山崎会 サンピエール病院

370-0857 高崎市上佐野町786-7

027-347-1177

精神科

吉田 雅義

医療法人社団吉田会 よしだ消化器内科クリニック 370-0072 高崎市大八木町1797番地

027-388-1079

内科、消化器科

吉田 秀忠

医療法人社団 吉田会 吉田内科

370-0046 高崎市江木町273番地4

027-326-6210

吉田 忠義

医療法人社団 吉田会 吉田内科

370-0046 高崎市江木町273番地4

027-326-6210

矢島 祥吉

医療法人十薬会 上大類病院

370-0031 高崎市上大類町759

027-352-1019

内科、循環器科

田邉 智子

医療法人社団ルミエール だるま眼科

370-0069 高崎市飯塚町1055-1

027-381-8915

眼科

田邉 祐資

医療法人社団ルミエール だるま眼科

370-0069 高崎市飯塚町1055-1

027-381-8915

眼科

相澤 百合香

医療法人スマイルデザイン 丸山眼科医院

370-0862 高崎市片岡町2-6-3

027-322-7178

眼科

丸山 博信

医療法人スマイルデザイン 丸山眼科医院

370-0862 高崎市片岡町2-6-3

027-322-7178

眼科

山科 佳弘

医療法人整形外科やましな医院

370-1213 高崎市山名町1548

027-347-0202

古島 吉之

医療法人聖穂会 ふるしま医院

370-3343 高崎市下里見町1424

027-360-8100

櫻井 繁樹

医療法人千心会 櫻井医院

370-0035 高崎市柴崎町1213-2

027-352-1270

循環器内科、心臓リハビリテーション
科

高橋 俊雄

医療法人壮月会 高橋整形外科クリニック

370-0855 高崎市下佐野町715番地5

027-345-2355

整形外科、リハビリテーション
科、リウマチ科

中島 恭子

医療法人多聞会 たかさき耳鼻咽喉科

370-0031 高崎市上大類町1277-1

027-352-3341

耳鼻咽喉科

門傳 剛

医療法人天成会 もんでん内科クリニック

370-0061 高崎市天神町115-1

027-384-3701

内科、糖尿病内科、内分泌内
科

豊田 収

医療法人中央群馬脳神経外科病院

370-0001 高崎市中尾町64-1

027-363-6161

脳神経外科

松村 賢

医療法人中央群馬脳神経外科病院

370-0001 高崎市中尾町64-1

027-363-6161

脳神経外科、リハビリテーショ
ン科

佐竹 賢治

医療法人中央群馬脳神経外科病院

370-0001 高崎市中尾町64-1

027-363-6161

脳神経外科

増子 昭彦

医療法人中央群馬脳神経外科病院

370-0001 高崎市中尾町64-1

027-363-6161

脳神経外科

中沢 貞二

医療法人中央群馬脳神経外科病院

370-0001 高崎市中尾町64-1

027-363-6161

脳神経外科

成重 崇

医療法人なりしげ整形外科

370-2128 高崎市吉井町本郷77-1

027-386-3100

整形外科、リウマチ科、リハビ
リテーション科

西野 仁美

医療法人西野会 城山クリニック

370-0866 高崎市城山町2-2-8

027-327-2759

小児科

磯部 八郎

医療法人博仁会 第一病院

370-0074 高崎市下小鳥町1277番地

027-362-1811

内科

前澤 晃

医療法人博仁会 第一病院

370-0074 高崎市下小鳥町1277

027-362-1811

内科

田村 耕成

医療法人博仁会 第一病院

370-0074 高崎市下小鳥町1277

027-362-1811

内科

町田 政久

医療法人博仁会 第一病院

370-0074 高崎市下小鳥町1277

027-362-1811

循環器外科、循環器内科、血
管外科、人工透析内科

長谷川 伸

医療法人博仁会 第一病院

370-0074 高崎市下小鳥町1277

027-362-1811

整形外科

佐藤 泰輔

医療法人博仁会 第一病院

370-0074 高崎市下小鳥町1277

027-362-1811

外科
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消化器科、呼吸器科
内科、神経内科、循環器科、
消化器科、呼吸器科

整形外科、リウマチ科、
リハビリテーション科
内科、小児科、脳神経外科、
外科
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矢野間 透

医療法人博仁会 第一病院

370-0074 高崎市下小鳥町1277

027-362-1811

外科

佐藤 泰然

医療法人博仁会 第一病院

370-0074 高崎市下小鳥町1277

027-362-1811

外科

田中 茂雄

医療法人博仁会 第一病院

370-0074 高崎市下小鳥町1277

027-362-1811

整形外科

新井 弥生

医療法人博仁会 第一病院

370-0074 高崎市下小鳥町1277

027-362-1811

内科

長田 純一

医療法人博仁会 第一病院

370-0074 高崎市下小鳥町1277

027-362-1811

整形外科

櫻谷 昌孝

医療法人真木会 真木病院

370-0075 高崎市筑縄町71-1

027-361-8411

内科

佐藤 浩司

医療法人博仁会 第一病院

370-0074 高崎市下小鳥町1277

027-362-1811

外科

金野 恒明

医療法人博仁会 第一病院

370-0074 高崎市下小鳥町1277

027-362-1811

外科

久保 博

医療法人博心会 ヒロ循環器科胃腸科クリニック 370-2127 高崎市吉井町長根1816

027-387-1122

内科、循環器内科

牧元 毅之

医療法人牧元医院

370-0064 高崎市芝塚町1845-2

027-322-3623

内科、呼吸器科、アレルギー
科

尾形 敏郎

医療法人真木会 真木病院

370-0075 高崎市筑縄町71-1

027-361-8411

外科

篠崎 哲也

医療法人真木会 真木病院

370-0075 高崎市筑縄町71-1

027-361-8411

整形外科

志村 龍男

医療法人真木会 真木病院

370-0075 高崎市筑縄町71-1

027-361-8411

消化器外科

堀越 悟

医療法人真木会 真木病院

370-0075 高崎市筑縄町71-1

027-361-8411

内科、脳神経外科

真木 武志

医療法人真木会 真木病院

370-0075 高崎市筑縄町71-1

027-361-8411

外科、消化器外科

須永 悟

医療法人松沢会 希望館病院

370-0046 高崎市江木町1120

027-322-4067

腎臓内科

長坂 伊左男

医療法人松沢会 希望館病院

370-0046 高崎市江木町1120

027-322-4067

内科、血液内科

道又 俊子

医療法人道寿会 内堀整形外科医院

370-0841 高崎市栄町14－5

027－322－8550 整形外科

壁谷 建志

医療法人民善会 細谷たかさきクリニック

370-0036 高崎市南大類町888-1

027-352-8181

内科・消化器内科

森 貴紀

医療法人森 内科クリニック

370-0087 高崎市楽間町31番地3

027-343-7568

内科、呼吸器内科、循環器内
科

山内 康彦

医療法人山内医院

370-0842 高崎市北双葉町7-5

027-320-6270

内科、循環器内科

岡本 克実

医療法人南山会 岡本内科クリニック

370-0851 高崎市上中居町365-2

027-352-5050

内科、循環器科

阿由葉 安里

医療法人山崎会 サンピエール病院

370-0857 高崎市上佐野町786-7

027-347-1177

内科

戸田 繁

医療法人優輝会 戸田小児科内科クリニック

370-0884 高崎市八幡町117

027-322-1313

小児科

綿貫 文夫

医療法人刀陽会 綿貫病院

370-0065 高崎市末広町41番地1

027-322-2206

外科

乾 正幸

医療法人和泉会 乾内科クリニック

370-0076 高崎市下小塙町1576-1

027-343-3368

内科、消化器内科

乾 純和

医療法人和泉会 乾内科クリニック

370-0076 高崎市下小塙町1576-1

027-343-3368

内科、消化器内科

小林 和夫

医療法人恵和会 小林眼科

370-0036 高崎市南大類町1292-3

027-353-4110

眼科

太田 博仁

医療法人 エスポワール 下之城眼科クリニック 370-0854 高崎市下之城町184-3

027-386-4149

眼科

島田 哲明

医療法人 島田医院

370-2132 高崎市吉井町吉井9番地

027-387-3558

耳鼻咽喉科

喜多川 利昭

医療法人颯友会 きたがわ整形外科クリニック

370-3522 高崎市菅谷町1041-2

027-372-1313

整形外科、リウマチ科、リハビ
リテーション科

中島 透

医療法人 中島クリニック

370-0065 高崎市末広町85-1

027-323-2077

外科、胃腸科

岩田 泰

いわたバディ―ズクリニック

370-1203 高崎市矢中町841番地

027-347-4560

清水 雄至

上中居ファミリークリニック

370-0851 高崎市上中居町411

027-326-4155

植原 政弘

うえはらクリニック

370-0043 高崎市高関町354-1

027-322-4965

植原 丈尋

植原整形外科医院

370-0069 高崎市飯塚町691-19

027-364-8180

整形外科

宇都木 敏浩

宇都木医院

370-3512 高崎市西国分町139-3

027-372-1404

内科

大西 直人

大西眼科

370-0852 高崎市中居町4-7-7

027-353-1303

眼科
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内科、消化器内科、神経科、
心療内科
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大山 敬世

大山医院

370-0081 高崎市浜川町2242-1

027-343-6036

循環器内科、呼吸器内科、内
科

大山 充徳

大山眼科

370-0081 高崎市浜川町2237-2

027-343-7796

眼科

大山 克巳

大山内科神経内科医院

370-0801 高崎市上並榎町1098

027-363-2258

内科、神経内科

岡上 準

おかじょうクリニック

370-1207 高崎市綿貫町1918番地7

027-395-6116

内科、腎臓内科、リウマチ科

小川 展二

小川クリニック

370-1203 高崎市矢中町３１２－９

027-384-8000

外科・消化器科・腫瘍外科

川上 哲

川上医院

370-2132 高崎市吉井町吉井129-2

027-387-2718

内科、小児科

森 弘文

神田医院

370-0862 高崎市片岡町1-13-21

027-323-3269

精神科・心療内科・内科

堀口 貴子

北川眼科クリニック

370-3524 高崎市中泉町603-2

027-372-1818

眼科

堀内 康史

北川眼科クリニック

370-3524 高崎市中泉町603-2

027-372-1818

眼科

北川 道隆

北川眼科クリニック

370-3524 高崎市中泉町603-2

027-372-1818

眼科

北川 彰子

北川眼科クリニック

370-3524 高崎市中泉町603-2

027-372-1818

眼科

桐山 真典

桐山クリニック

370－0065 高崎市末広町235－8

027－310－1234

内視鏡内科、胃腸内科、麻酔
科

新井 久栄

クリニック閉院（自宅）

370-0045 高崎市東町９－５－１４０５

027-326-7630
080-5890-6675

眼科

高橋 徹

黒沢病院

370-1203 高崎市矢中町187

027-352-1166

外科、循環器外科

平木 修一

黒沢病院

370-1203 高崎市矢中町187

027-352-1166

外科

伊藤 一人

黒沢病院

370-1203 高崎市矢中町187

027-352-1166

泌尿器科

佐藤 裕一

黒沢病院附属ヘルスパーククリニック

370-1203 高崎市矢中町188

027-352-1111

循環器内科

川嶋 伸明

群馬整肢療護園

370-3531 高崎市足門町146-1

027-373-2277

小児科

相田 信男

群馬病院

370-3516 高崎市稲荷台町136

027-373-2251

精神科

重田 理佐

群馬病院

370-3516 高崎市稲荷台町136

027-373-2251

精神科

河合 健彦

群馬病院

370-3516 高崎市稲荷台町136

027-373-2251

精神科

金井 希斗

群馬病院

370-3516 高崎市稲荷台町136

027-373-2251

精神科

栁澤 潤吾

群馬病院

370-3516 高崎市稲荷台町136

027-373-2251

精神科

安東 一樹

群馬病院

370-3516 高崎市稲荷台町136

027-373-2251

精神科

竹村 紀夫

群馬病院

370-3516 高崎市稲荷台町136

027-373-2251

精神科

藤本 佳史

群馬病院

370-3516 高崎市稲荷台町136

027-373-2251

精神科

狩野 正之

群馬病院

370-3516 高崎市稲荷台町136

027-373-2251

精神科

黒谷 正明

群馬病院

370-3516 高崎市稲荷台町136

027-373-2251

精神科

小川 悠介

群馬病院

370-3516 高崎市稲荷台町136

027-373-2251

精神科

多胡 賢一

群馬八幡消化器内科クリニック

370-0884 高崎市八幡町1112-1

027-381-5505

内科、消化器内科（胃腸内科）

小玉 仁

こだまクリニック

370-0864 高崎市石原町3225

027-327-5566

内科、循環器内科、消化器内
科、呼吸器内科

小林 良太

小林内科胃腸科医院

370-0064 高崎市井野町649-2

027-362-5188

消化器内科

塚越 正章

こやぎ内科

370-0071 高崎市小八木町2031-6

027-365-5897

内科、呼吸器内科

坂本 道子

さかもと眼科

370-0046 高崎市江木町718

027-327-2839

眼科

佐藤 圭

佐藤呼吸器科医院

370-0069 高崎市飯塚町253-1

027-362-5122

呼吸器科、アレルギー科、内科

内田 訓

サンピエール病院

370-0857 高崎市上佐野町786-7

027-347-1177

整形外科

静 毅人

静内科

370-0071 高崎市小八木町799-1

027-370-0777

内科、心臓血管内科

片平 文

耳鼻咽喉科角田医院

370-0836 高崎市若松町145

027-325-8844

耳鼻咽喉科
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郵便番号

所在地

電話番号

診療科目

塚田 晴代

耳鼻咽喉科はるクリニック

370-0046 高崎市江木町230-1

027-384-3387

耳鼻咽喉科

佐藤 哲郎

城南医院

370-0846 高崎市下和田町3-6-17

027-322-5760

内分泌糖尿病内科.小児科

坂元 壽恵

小児科メイメイくりにっく

370-0854 高崎市下之城町961

027-387-0733

小児科

静 和彦

仁静堂医院

370-0004 高崎市井野町1223

027-361-4165

内科

静 雅彦

仁静堂医院

370-0004 高崎市井野町1223

027-361-4165

内科

植原 睦美

心療内科 クリニック 華

370-0043 高崎市高関町355

027-326-1891

心療内科、内科、精神科

須藤 麻梨子

すみれ皮膚科

370-0036 高崎市南大類町999-2

027-381-6638

皮膚科

関口 哲郎

関口医院

370-1301 高崎市新町2273-7

0274-42-0251

内科、消化器内科、循環器内科、小
児科、皮フ科、泌尿器科

蘇原 直人

そはら内科

370-0042 高崎市貝沢町1535-1

027-370-0011

内科、消化器科

高木 高人

高木医院

370-0046 高崎市江木町113

027-322-1540

内科、循環器内科

萩原 明彦

高崎健康福祉大学附属クリニック

370-0036 高崎市南大類町200-2

027-388-8840

整形外科

佐藤 拓

高崎佐藤眼科

370-0036 高崎市南大類町1000-1

027-352-8800

眼科

長井 今日子

たかさき耳鼻咽喉科

370-0031 高崎市上大類町1277-1

027-352-3341

耳鼻咽喉科

中川 純一

高崎総合医療センター

370-0829 高崎市高松町36

027-322-5901

呼吸器科

027-381-8241

眼科

027-384-8241

泌尿器科

高崎市東町32-1
370-0045
ブリリアタワー高崎２階
高崎市東町32-1
370-0045
ブリリアタワー高崎２階

齋藤 勇祐

高崎タワークリニック眼科・泌尿器科

齋藤 直

高崎タワークリニック眼科・泌尿器科

小林 正則

高崎中央病院

370-0043 高崎市高関町498-1

027-323-2665

外科

鈴木 隆

高崎中央病院

370-0043 高崎市高関町498-1

027-323-2665

小児科

高橋 直樹

高崎中央病院

370-0043 高崎市高関町498-1

027-323-2665

内科

櫻井 康喜

高崎中央病院

370-0043 高崎市高関町498-1

027-323-2665

内科

佐藤 篤

高崎中央病院

370-0043 高崎市高関町498-1

027-323-2665

内科

渋谷 功

高崎中央病院

370-0043 高崎市高関町498-1

027-323-2665

内科

松尾 良子

高崎中央病院

370-0043 高崎市高関町498-1

027-323-2665

内科

大下 栄作

高崎中央病院

370-0043 高崎市高関町498-1

027-323-2665

外科

高他 幹彦

高他整形外科クリニック

370-0864 高崎市石原町495-5

027-323-1212

整形外科

高橋 京一

たかはし眼科クリニック

370-0017 高崎市西島町320

027-350-7077

眼科

石原 克彦

高山眼科駅前医院

370-0849 高崎市八島町70-49 ラ・メルセ3階 027-327-3366

眼科

高山 秀男

高山眼科緑町医院

370-0073 高崎市緑町1-5-3

027-361-6888

眼科

上原 博

高山眼科緑町医院

370-0073 高崎市緑町１－５－２

027-361-6888

眼科

三浦 文英

高山眼科緑町医院

370-0073 高崎市緑町1-5-3

027-361-6888

眼科

宮城 悦子

多胡医院

370-2132 高崎市吉井町吉井643-4

027-387-8585

皮膚科

田路 了

田路クリニック

370-2104 高崎市吉井町馬庭571-1

027-388-3527

内科、胃腸科、外科、小児科

田中 隆行

田中眼科医院

370-1301 高崎市新町78

0274-42-5578

眼科

前田 光久

地域ケアセンター診療所

370-3513 高崎市北原町29

027-373-4088

内科、消化器内科

土屋 友規子

土屋内科医院

370-0006 高崎市問屋町2-1-1

027-360-3555

内科、呼吸器科、消化器科

土屋 智

土屋内科医院

370-0006 高崎市問屋町2-1-1

027-360-3555

内科

平 洋

通町診療所

370-0053 高崎市通町143-2

027-322-6534

内科、小児科

野島 照雄

特定医療法人群馬会 群馬病院

370-3516 高崎市稲荷台町136

027-373-2251

精神科
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氏名

医療機関名称

郵便番号

所在地

電話番号

診療科目

井上 雅晴

独立行政法人国立病院機構 高崎総合医療センター 370-0829 高崎市高松町36

027-322-5901

泌尿器科

井上 千鶴

独立行政法人国立病院機構 高崎総合医療センター 370-0829 高崎市高松町36

027-322-5901

皮膚科

渋沢 信行

独立行政法人国立病院機構 高崎総合医療センター 370-0829 高崎市高松町36

027-322-5901

内分泌・代謝内科

髙橋 克昌

独立行政法人国立病院機構 高崎総合医療センター 370-0829 高崎市高松町36

027-322-5901

耳鼻咽喉科

田中 成岳

独立行政法人国立病院機構 高崎総合医療センター 370-0829 高崎市高松町36

027-322-5901

外科

福田 延昭

独立行政法人国立病院機構 高崎総合医療センター 370-0829 高崎市高松町36

027-322-5901

臨床検査科

金澤 紀雄

独立行政法人国立病院機構 高崎総合医療センター 370-0829 高崎市高松町36

027-322-5901

循環器科

佐藤 幸一郎

独立行政法人国立病院機構 高崎総合医療センター 370-0829 高崎市高松町36

027-322-5901

小児科

荒 毅

独立行政法人国立病院機構 高崎総合医療センター 370-0829 高崎市高松町36

027-322-5901

整形外科

星野 崇

独立行政法人国立病院機構 高崎総合医療センター 370-0829 高崎市高松町36

027-322-5901

消化器内科

坂元 一郎

独立行政法人国立病院機構 高崎総合医療センター 370-0829 高崎市高松町36

027-322-5901

外科

猿谷 真也

独立行政法人国立病院機構 高崎総合医療センター 370-0829 高崎市高松町36

027-322-5901

臨床検査科

上野 学

独立行政法人国立病院機構 高崎総合医療センター 370-0829 高崎市高松町36

027-322-5901

呼吸器内科

廣井 知歳

独立行政法人国立病院機構 高崎総合医療センター 370-0829 高崎市高松町36

027-322-5901

循環器内科

長沼 篤

独立行政法人国立病院機構 高崎総合医療センター 370-0829 高崎市高松町36

027-322-5901

消化器内科

笹口 修男

独立行政法人国立病院機構 高崎総合医療センター 370-0829 高崎市高松町36

027-322-5901

脳神経外科

佐藤 正通

独立行政法人国立病院機構 高崎総合医療センター 370-0829 高崎市高松町36

027-322-5901

内科

土屋 明

独立行政法人国立病院機構 高崎総合医療センター 370-0829 高崎市高松町36

027-322-5901

眼科

内山 俊正

独立行政法人国立病院機構 高崎総合医療センター 370-0829 高崎市高松町36

027-322-5901

臨床検査科

五十嵐 恒雄

独立行政法人国立病院機構 高崎総合医療センター 370-0829 高崎市高松町36

027-322-5901

小児科

栗原 秀行

独立行政法人国立病院機構 高崎総合医療センター 370-0829 高崎市高松町36

027-322-5901

脳神経外科

信太 晃祐

独立行政法人国立病院機構 高崎総合医療センター 370-0829 高崎市高松町36

027-322-5901

整形外科

鈴木 悠平

独立行政法人国立病院機構 高崎総合医療センター 370-0829 高崎市高松町36

027-322-5901

消化器科

増田 智之

独立行政法人国立病院機構 高崎総合医療センター 370-0829 高崎市高松町36

027-322-5901

消化器科

027-322-5901

外科

田中 寛
新井 厚

独立行政法人国立病院機構 高崎総合医療セ
370-0829 高崎市高松町36
ンター
独立行政法人国立病院機構 高崎総合医療セ
370-0829 高崎市高松町36
ンター

027-322-5901

リハビリテーション科、整形外
科
内科、呼吸器科、アレルギー
科

相原 利一

豊岡呼吸器内科クリニック

370-0871 高崎市上豊岡町1037番地1

027-340-1159

伊藤 敏夫

問屋町クリニック

370-0006 高崎市問屋町1丁目8-2

027-388-1032

内科、循環器内科

中島 泰彦

中島内科医院

370-0855 高崎市下佐野町14

027-347-3553

循環器科、内科

中島 正博

中島内科医院

370-0855 高崎市下佐野町14

027-347-3553

内科・循環器内科

工藤 智洋

西口おなかのくどう内科

370-0848 高崎市鶴見町4-2

027-386-3321

内科、消化器内科、内視鏡内
科

西村 茂

西村医院

370-0068 高崎市昭和町142-6

027-388-1811

内科、循環器科

沼賀 哲郎

沼賀眼科医院

370-0811 高崎市相生町4

027-327-1270

眼科

野口 俊康

野口病院

370-0067 高崎市請地町38

027-322-2288

小澤 良之

野口病院

370-0067 高崎市請地町38

027-322-2288

野口 俊昭

野口病院

370-0067 高崎市請地町38

027-322-2288

野邑 陽二

野邑医院

370-3402 高崎市倉渕町三ノ倉502番地5

027-378-3213

内科、神経内科

萩原 修

はぎわら内科医院

370-0873 高崎市下豊岡町1387-1

027-328-1222

内科
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大井 晋介

花水木内科内科

370-0074 高崎市下小鳥町93-10

027-329-7007

糖尿病内科・内科

冨澤 滋

浜尻クリニック

370-0005 高崎市浜尻町216-5

027-363-8311

小児科、アレルギー科、腎臓
内科

金子 広司

はんな・さわらび療育園

370-3341 高崎市榛名山町28番地の30

027-374-9221

小児科

平柳 公利

はんな・さわらび療育園

370-3341 高崎市榛名山町28番地の30

027-374-9221

神経内科

柳澤 孝之

はんな・さわらび療育園

370-3341 高崎市榛名山町28番地の30

027-374-9221

神経内科

樋口 慎太郎

ひぐち内科クリニック

370-0008 高崎市正観寺町208

027-370-1700

内科

竹田 幸彦

ひだまり診療所

370-0867 高崎市乗附町1444-2

027-384-8113

内科

山下 陽子

ひだまり診療所

370-0867 高崎市乗附町1444-2

027-384-8113

内科

黛 暢恭

黛皮膚科医院

370-0805 高崎市台町27-4

027-324-0417

皮膚科

藤江 正雄

ふじえ内科医院

370-0027 高崎市上滝町321

027-352-7800

内科、循環器科、消化器科

中曽根 豊

双葉胃腸内科クリニック

370-0843 高崎市双葉町9-16

027-388-8592

内科、外科、胃腸内科

古田 夏海

ふるた内科脳神経内科クリニック

370-0077 高崎市上小塙町字東原1061-1

027-387-0100

内科、脳神経内科、老年内科

堀越 幸男

堀越医院

370-0059 高崎市椿町14

027-322-2843

内科

堀越 晴男

堀越内科クリニック

370-0851 高崎市上中居町18番地

027-323-3653

内科

松岡 隆

松岡医院

370-0862 高崎市片岡町一丁目17番31号

027-323-0954

外科

松本 幹生

松本医院

370-0811 高崎市相生町35番地

027-322-5913

内科

平山 隆久

真中記念クリニック

370-0036 高崎市南大類町886-1

027-352-7211

家坂 一穂

真中記念クリニック

370-0036 高崎市南大類町886-1

027-352-7211

黛 豪恭

まゆずみ眼科医院

370-0002 高崎市日高町403-2

027-388-8461

眼科

袖山 博健

みさと眼科

370-3104 高崎市箕郷町上芝481-11

027-384-3260

眼科

須納瀬 豊

みさと診療所

370-3104 高崎市箕郷町上芝628-1

027-350-6080

外科

合志 裕一

みさと診療所

370-3104 高崎市箕郷町上芝628-1

027-350-6080

内科、麻酔科、ペインクリニッ
ク内科

水野 裕司

みずの神経内科・内科クリニック

370-1201 高崎市倉賀野町6442

027-395-0888

神経内科、内科

道又 敏夫

道又内科東口診療所

370-0841 高崎市栄町14-5

027-395-6356

内科

茂木 元喜

もてき脳神経外科

370-0077 高崎市上小塙町567

027-343-7788

脳神経外科

石黒 幸司

もてき脳神経外科

370-0077 高崎市上小塙町567

027-343-7788

神経内科、内科

森田 廣樹

森田クリニック

370-0081 高崎市浜川町278-1

027-344-2030

消化器外科

森田 英樹

森田クリニック

370-0081 高崎市浜川町278-1

027-344-2030

胃腸科、内科

吉川 守也

吉川医院

370-0839 高崎市檜物町149

027-323-1802

内科

吉浜 豊

吉浜内科小児科クリニック

370-0848 高崎市鶴見町9-3

027-322-5865

内科

茂木 章子

吉村内科医院

370-0811 高崎市相生町5

027-322-2226

内科

新井 英雄

医療法人 民善会 新井内科胃腸科医院

370-2121 高崎市吉井町下長根5-1

027-387-9001

内科、胃腸科

重田 誠

医療法人 重田こども・アレルギークリニック

370-0015 高崎市島野町1418

027-350-1700

小児科、アレルギー科

道又 秀夫

医療法人ラホヤ会 道又内科クリニック

370-0035 高崎市柴崎町1187-2

027-353-6300

内科、呼吸器科、アレルギー
科

道又 かおる

医療法人ラホヤ会 道又内科クリニック

370-0035 高崎市柴崎町1187-2

027-353-6300

内科、呼吸器科、消化器科

磯 武信

医療法人井上病院 群馬リウマチクリニック

370-0004 高崎市井野町1040

027-370-5656

リウマチ科

黒岩 卓

医療法人井上病院 群馬リウマチクリニック

370-0004 高崎市井野町1040

027-370-5656

内科、リウマチ科

砂長 博明

医療法人砂長胃腸科外科医院

370-3516 高崎市稲荷台町1305-1

027-373-2263

消化器内科、外科
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整形外科、リハビリテーション
科、リウマチ科
整形外科、リハビリテーション
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医療機関名称
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所在地

電話番号

診療科目

太田 直樹

医療法人三六会 北高崎クリニック

370-0803 高崎市大橋町158

027-322-2707

内科、循環器科

佐藤 秀樹

医療法人慈育会 佐藤小児科内科医院

370-0841 高崎市栄町27-13

027-322-4498

内科、小児科、循環器科、胃
腸科

高橋 正樹

医療法人社団日高会 平成日高クリニック

370-0001 高崎市中尾町807-1

027-361-1215

内科

大島 喜八

医療法人社団日高会 平成日高クリニック

370-0001 高崎市中尾町807-1

027-361-1215

内科

伊藤 恭子

医療法人社団日高会 平成日高クリニック

370-0001 高崎市中尾町807-1

027-361-1215

腎臓内科

大竹 伸明

医療法人社団日高会 平成日高クリニック

370-0001 高崎市中尾町807-1

027-361-1215

泌尿器科

田中 志岳

医療法人社団日高会 日高病院

370-0001 高崎市中尾町886

027-362-6201

脳神経外科

池田 史子

医療法人社団日高会 日高病院

370-0001 高崎市中尾町886

027-362-6201

眼科

善如寺 明子

医療法人清明会 善如寺医院

370-1201 高崎市倉賀野町453-19

027-346-2382

内科、小児科、消化器内科

松崎 正

医療法人博仁会 第一病院

370-0074 高崎市下小鳥町1277番地

027-362-1811

内科

栁澤 信明

医療法人明光会 やなぎさわ整形外科

370-1207 高崎市綿貫町318

027-346-7131

栁澤 一光

医療法人明光会 やなぎさわ整形外科

370-1207 高崎市綿貫町318

027-346-7131

細谷 剛

医療法人緑晋会 細谷医院

370-3334 高崎市本郷町1443-1

027-343-6010

佐藤 晃之

独立行政法人国立病院機構 高崎総合医療センター 370-0829 高崎市高松町36

027-322-5901

脳神経外科

村田 智行

独立行政法人国立病院機構 高崎総合医療センター 370-0829 高崎市高松町36

027-322-5901

循環器内科

鈴木 雅文

独立行政法人国立病院機構 高崎総合医療センター 370-0829 高崎市高松町36

027-322-5901

呼吸器内科

027-322-5901

耳鼻いんこう科

027-322-5901

呼吸器内科

岡宮 智史
細野 達也

独立行政法人国立病院機構 高崎総合医療セ
370-0829 高崎市高松町36
ンター
独立行政法人国立病院機構 高崎総合医療セ
370-0829 高崎市高松町36番地
ンター

整形外科、リハビリテーション
科、リウマチ科
整形外科、リハビリテーション
科、リウマチ科
内科、糖尿病内科、内分泌内
科

大澤 敏久

独立行政法人国立病院機構 高崎総合医療センター 370-0829 高崎市高松町36

027-322-5901

整形外科

増渕 裕朗

独立行政法人国立病院機構 高崎総合医療セ
371-0829 高崎市高松町36
ンター

027-322-5901

呼吸器内科

長島 多聞

多聞内科クリニック

370-3523 高崎市福島町763-8

027-310-0600

消化器内科、肝臓内科

塚越 美喜子

産科婦人科舘出張 佐藤病院

370-0836 高崎市若松町96

027-322-2243

麻酔科

奈良部 典子

あいおい眼科医院

376-0011 桐生市相生町2-105

0277-54-5350

眼科

高橋 厚

赤南診療所

376-0124 桐生市新里町小林50-4

0277-74-8344

内科、外科

阿部 道郎

阿部医院

376-0011 桐生市相生町1丁目338

0277-53-5411

精神科、心療内科、内科

雨宮 賢一

雨宮内科医院

376-0034 桐生市東2-8-9

0277-44-7753

内科、小児科

石川 岳

石川整形外科医院

376-0052 桐生市天神町3丁目5-24

0277-22-8611

整形外科

北川 裕

医療法人 北川眼科医院

376-0035 桐生市仲町1-811-1

0277-44-1010

眼科

木村 正之

医療法人 木村クリニック

376-0031 桐生市本町4-79-1

0277-44-7781

内科・消化器科

松田 雄大

医療法人 日野医院

376-0013 桐生市広沢町4-1985-6

0277-54-1820

耳鼻咽喉科・内科・小児科

五十嵐 秀夫

医療法人五十嵐 内科医院

376-0031 桐生市本町2-1-21

0277-22-7043

内科

永田 徹

医療法人永済会 永田医院

376-0045 桐生市広末町4-8

0277-22-5122

内科、外科、小児科

岸 厚次

医療法人岸会 岸病院

376-0011 桐生市相生町2-277

0277-54-8949

内科、呼吸器科

森田 真人

医療法人興晶会 森田クリニック

376-0011 桐生市相生町2-231

0277-54-8340

神経内科、内科、小児科

設楽 公一

医療法人群耳会 耳鼻咽喉科設楽医院

376-0011 桐生市相生町2-471-7

0277-54-1517

耳鼻咽喉科

菊地 一真

医療法人社団 新宿医院

376-0006 桐生市新宿1丁目13-14

0277-44-5930

内科、消化器科、小児科

朝日 伸佳

医療法人社団明石会 桐生整形外科病院

376-0014 桐生市広沢町間ノ島284-1

0277-40-2600

麻酔科、整形外科

宮本 幸男

医療法人社団東郷会 恵愛堂クリニック

376-0121 桐生市新里町新川1255-9

0277-74-2311

内科、外科
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星野 仁

医療法人悠仁会 星野クリニック

376-0043 桐生市小曾根町7-18

0277-44-1125

内科

今泉 淳

医療法人武井内科医院

376-0013 桐生市広沢町１丁目2684

0277-53-6060

内科

中嶋 秀麿

医療法人芙蓉会 まろ医院

376-0031 桐生市本町3-4-18

0277-44-6031

消化器内科、循環器内科、内
科

前川 佳彰

医療法人前川会 前川内科医院

376-0011 桐生市相生町2-455-1

0277-53-4114

内科・循環器内科・小児科

盛實 恵子

医療法人リンクス おりひめ医院

376-0024 桐生市織姫町4-33

0277-47-1248

耳鼻咽喉科

和泉 直樹

医療法人一和会 いずみ内科

376-0002 桐生市境野町6-541-2

0277-20-8080

内科、循環器科、消化器科、
小児科

宮本 重人

岩下病院

376-0031 桐生市本町4丁目320番地

0277-22-0151

泌尿器科

枝國 英夫

えだくに整形外科

376-0125 桐生市新里町山上525-1

0277-20-2251

整形外科

大前 義孝

大前医院

376-0027 桐生市元宿町21-4

0277-22-3387

耳鼻咽喉科

菊地 雅子

菊地医院

376-0003 桐生市琴平町2番47号

0277-45-2883

内科、循環器科、消化器科、
呼吸器科

北川 泰久

北川内科クリニック

376-0023 桐生市錦町2-12-2

0277-44-7706

内科、消化器内科

小野 昭浩

桐生厚生総合病院

376-0024 桐生市織姫町6-3

0277-44-7171

内科

加嶋 耕二

桐生厚生総合病院

376-0041 桐生市織姫町6-3

0277-44-7171

内科

飯田 智広

桐生厚生総合病院

376-0041 桐生市織姫町6-3

0277-44-7171

内科

宇津木 光克

群馬県済生会前橋病院

371-0821 前橋市上新田町564-1

027-252-6011

呼吸器内科

竝川 昌司

桐生厚生総合病院

376-0041 桐生市織姫町6-3

0277-44-7171

内科

髙田 しのぶ

桐生厚生総合病院

376-0041 桐生市織姫町6-3

0277-44-7171

神経内科

山本 一恵

桐生厚生総合病院

376-0041 桐生市織姫町6-3

0277-44-7171

小児科

浦野 博央

桐生厚生総合病院

376-0041 桐生市織姫町6-3

0277-44-7171

小児科

鈴木 尊裕

桐生厚生総合病院

376-0041 桐生市織姫町6-3

0277-44-7171

小児科

大木 康史

桐生厚生総合病院

376-0041 桐生市織姫町6-3

0277-44-7171

小児科

針谷 晃

桐生厚生総合病院

376-0041 桐生市織姫町6-3

0277-44-7171

小児科

斯波 俊祐

桐生厚生総合病院

376-0041 桐生市織姫町6-3

0277-44-7171

整形外科

片山 雅義

桐生厚生総合病院

376-0041 桐生市織姫町6-3

0277-44-7171

整形外科

鈴木 涼子

桐生厚生総合病院

376-0041 桐生市織姫町6-3

0277-44-7171

整形外科

曲澤 聡

桐生厚生総合病院

376-0041 桐生市織姫町6-3

0277-44-7171

脳神経外科

石原 淳治

桐生厚生総合病院

376-0041 桐生市織姫町6-3

0277-44-7171

脳神経外科

橋場 康弘

桐生厚生総合病院

376-0041 桐生市織姫町6-3

0277-44-7171

脳神経外科

岡田 克之

桐生厚生総合病院

376-0041 桐生市織姫町6-3

0277-44-7171

皮膚科

登丸 行雄

桐生厚生総合病院

376-0041 桐生市織姫町6-3

0277-44-7171

泌尿器科

上井 崇智

桐生厚生総合病院

376-0041 桐生市織姫町6-3

0277-44-7171

泌尿器科

岡本 亘平

桐生厚生総合病院

376-0041 桐生市織姫町6-3

0277-44-7171

泌尿器科

鏡 一成

桐生厚生総合病院

376-0041 桐生市織姫町6-3

0277-44-7171

産婦人科

田村 明洋

桐生厚生総合病院

376-0041 桐生市織姫町6-3

0277-44-7171

眼科

丸山 泰弘

桐生厚生総合病院

376-0041 桐生市織姫町6-3

0277-44-7171

眼科

佐藤 淳

桐生厚生総合病院

376-0041 桐生市織姫町6-3

0277-44-7171

麻酔科

塚越 裕

桐生厚生総合病院

376-0041 桐生市織姫町6-3

0277-44-7171

麻酔科

高瀬 友彰

桐生厚生総合病院

376-0041 桐生市織姫町6-3

0277-44-7171

麻酔科
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入内島 伸尚

桐生厚生総合病院

376-0041 桐生市織姫町6-3

0277-44-7171

麻酔科

髙橋 満弘

桐生厚生総合病院

376-0041 桐生市織姫町6-3

0277-44-7171

放射線科

村松 博之

桐生厚生総合病院

376-0041 桐生市織姫町6-3

0277-44-7171

放射線科

田嶋 公平

桐生厚生総合病院

376-0041 桐生市織姫町6-3

0277-44-7171

外科

森永 暢浩

桐生厚生総合病院

376-0024 桐生市織姫町6-3

0277-44-7171

外科

袖野 玲子

桐生厚生総合病院

376-0024 桐生市織姫町6-3

0277-44-7171

小児科

新井 洋佑

桐生厚生総合病院

376-0024 桐生市織姫町6-3

0277-44-7171

内科

菅間 一乃

桐生厚生総合病院

376-0024 桐生市織姫町6-3

0277-44-7171

内科

山根 庸弘

桐生厚生総合病院

376-0024 桐生市織姫町6番3号

0277-44-7171

脳神経外科

桑原 渉

桐生厚生総合病院

376-0024 桐生市織姫町6-3

0277-44-7171

循環器内科

大澤 貴志

桐生整形外科病院

376-0014 桐生市広沢町284-1

027-740-2600

整形外科

権守 日出海

権守内科医院

376-0042 桐生市堤町3-7-17

0277-43-7757

内科

丸田 栄

権守内科医院

376-0042 桐生市堤町3-7-17

0277-43-7757

内科

小暮 晴一郎

小暮医院

376-0011 桐生市相生町2-847-2

0277-52-6608

内科

小島 明

小島内科医院

376-0006 桐生市新宿3-1-12

0277-44-8919

内科

阿部 篤朗

さかいのクリニック

376-0002 桐生市境野町2-617

0277-44-8557

内科、呼吸器科、リハビリ科

坂本 眞太郎

坂本内科医院

376-0035 桐生市仲町1丁目13-30

0277-44-8989

内科

島村 京子

島村京子クリニック

376-0011 桐生市相生町１丁目１４１－１

0277-55-6611

産科、婦人科

近藤 理

社会福祉法人桐生療育双葉会
両毛整肢療護園

376-0013 桐生市広沢町１丁目2648番1

0277-54-1182

整形外科、外科、リハビリテー
ション科

川合 宏和

社会福祉法人桐生療育双葉会
両毛整肢療護園

376-0013 桐生市広沢町１丁目2648番1

0277-54-1182

小児科

桃井 眞里子

社会福祉法人桐生療育双葉会
両毛整肢療護園

376-0013 桐生市広沢町１丁目2648番地1

0277-54-1182

小児科

小川 竜

小児科小川醫院

376-0034 桐生市東5-6-22

0277-44-6008

小児科・内科

田中 廣

田中医院

376-0013 桐生市広沢町2-3146-5

0277-54-5012

内科、小児科

長谷川 茂夫

はせがわ循環器内科クリニック

376-0006 桐生市新宿2-8-26

0277-44-9041

内科、循環器内科

疋田 敏之

ひきた小児科クリニック

376-0035 桐生市仲町2-7-20

0277-44-3040

小児科

岩下 裕之

岩下病院

376-0031 桐生市本町4丁目320番地

0277-22-0151

整形外科

藤江 篤

藤江醫院

376-0031 桐生市本町4-314

0277-22-7777

内科

藤江 幸子

藤江醫院

376-0031 桐生市本町4-314

0277-22-7777

循環器内科、内科

小又 孝之

医療法人社団 全仁会 高木病院

376-0011 桐生市相生町5-754

0277-53-7711

内科、消化器科

相﨑 雅弘

医療法人社団 全仁会 高木病院

376-0011 桐生市相生町5-754

0277-53-7711

内科、外科

細井 盛一

細井内科医院

376-0007 桐生市浜松町1丁目2番5号

0277-44-3818

内科

水谷 幽

水谷胃腸科外科医院

376-0005 桐生市三吉町2-1-5

0277-45-2525

外科・胃腸科

岡部 純子

みなみ眼科

376-0002 桐生市境野町1丁目1262の1

0277-43-3180

眼科

三丸 修

三丸医院

376-0056 桐生市宮本町1-12-11

0277-22-3419

内科、小児科

宮澤 誠

みやざわ整形外科

376-0011 桐生市相生町3丁目515番地の5 0277-53-1188

整形外科

村岡 理人

村岡醫院

376-0031 桐生市本町3丁目2-28

0277-45-2888

循環器内科、内科、外科

矢部 潔

矢部クリニック

376-0023 桐生市錦町1-4-44

0277-45-3711

内科

山口 和孝

山口クリニック

376-0013 桐生市広沢町6丁目355

0277-54-4153

内科
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山崎 一信

山崎医院

376-0006 桐生市新宿1-6-5

0277-44-4925

内科、消化器科

大和 肇

大和病院

376-0022 桐生市稲荷町2-9

0277-45-1551

内科

坂本 眞之介

大和病院

376-0022 桐生市稲荷町2-9

0277-45-1551

外科、内科

桑島 信

両毛整肢療護園

376-0013 桐生市広沢町1-2648-1

0277-54-1182

小児科

水谷 澄夫

両毛整肢療護園

376-0013 桐生市広沢町1-2648-1

0277-54-1182

小児科

平林 香

医療法人ライフサポートわたらせリバーサイドクリニック 376-0011 桐生市相生町1丁目220-1

0277-53-3166

皮膚科

平林 久幸

医療法人ライフサポートわたらせリバーサイドクリニック 376-0011 桐生市相生町1丁目220-1

0277-53-3166

神経内科、内科

山口 典利

医療法人山育会 たかのす診療所

371-0041 桐生市川内町二丁目289-1

0277-65-9229

産婦人科

石川 博

医療法人山育会 日新病院

376-0001 桐生市菱町三丁目2069-1

0277-30-3660

循環器内科

中島 崇仁

医療法人山育会 日新病院

376-0001 桐生市菱町三丁目2069-1

0277-30-3660

放射線科

奈良 誠人

医療法人山育会 日新病院

376-0001 桐生市菱町三丁目2069-1

0277-30-3660

内科

福田 玲子

医療法人山育会 日新病院

376-0001 桐生市菱町三丁目2069-1

0277-30-3660

呼吸器内科

杉山 雅

医療法人山育会 日新病院

376-0001 桐生市菱町三丁目2069-1

0277-30-3660

内科

吉村 章

医療法人山育会 日新病院

376-0001 桐生市菱町三丁目2069-1

0277-30-3660

内科

木村 明春

桐生厚生総合病院

376-0024 桐生市織姫町6-3

0277-44-7171

外科

梅村 崇

桐生厚生総合病院

376-0024 桐生市織姫町6-3

0277-44-7171

耳鼻いんこう科

荒牧 雅之

あらまき整形外科クリニック

379-2234 伊勢崎市東小保方町3858-8

0270-63-5522

整形外科

神澤 孝夫

伊勢崎クリニック

372-0056

0270-61-8712

内科、脳神経内科

藤城 卓也

伊勢崎検診プラザ

372-0822 伊勢崎市中町６５５－１

0270-65-7000

内科

割田 敏朗

伊勢崎市民病院

372-0817 伊勢崎市連取本町12-1

0270-25-5022

整形外科

櫻井 篤志

伊勢崎市民病院

372-0817 伊勢崎市連取本町12-1

0270-25-5022

神経内科

鈴木 一也

伊勢崎市民病院

372-0817 伊勢崎市連取本町12-1

0270-25-5022

救急科

塚越 栄次

伊勢崎市民病院

372-0817 伊勢崎市連取本町12-1

0270-25-5022

麻酔科

富田 行成

伊勢崎市民病院

372-0817 伊勢崎市連取本町12-1

0270-25-5022

麻酔科

吉川 大輔

伊勢崎市民病院

372-0817 伊勢崎市連取本町12-1

0270-25-5022

麻酔科

吉田 武史

伊勢崎市民病院

372-0817 伊勢崎市連取本町12-1

0270-25-5022

外科

片山 和久

伊勢崎市民病院

372-0817 伊勢崎市連取本町12-1

0270-25-5022

外科

鈴木 秀樹

伊勢崎市民病院

372-0817 伊勢崎市連取本町12-1

0270-25-5022

外科

保田 尚邦

伊勢崎市民病院

372-0817 伊勢崎市連取本町12-1

0270-25-5022

外科

田中 司玄文

伊勢崎市民病院

372-0817 伊勢崎市連取本町12-1

0270-25-5022

外科

樋口 京介

伊勢崎市民病院

372-0817 伊勢崎市連取本町12-1

0270-25-5022

循環器内科

家田 敬輔

伊勢崎市民病院

372-0817 伊勢崎市連取本町12-1

0270-25-5022

外科

諸原 浩二

伊勢崎市民病院

372-0817 伊勢崎市連取本町12-1

0270-25-5022

外科

田中 宏志

伊勢崎市民病院

372-0817 伊勢崎市連取本町12-1

0270-25-5022

整形外科

安原 清光

伊勢崎市民病院

372-0817 伊勢崎市連取本町12-1

0270-25-5022

心臓血管外科

大木 聡

伊勢崎市民病院

372-0817 伊勢崎市連取本町12-1

0270-25-5022

心臓血管外科

大林 民幸

伊勢崎市民病院

372-0817 伊勢崎市連取本町12-1

0270-25-5022

心臓血管外科

悦永 徹

伊勢崎市民病院

372-0817 伊勢崎市連取本町12-1

0270-25-5022

泌尿器科

伊勢崎市喜多町59番地2
ｺﾝﾌｫ-ﾄﾚｼﾞﾃﾞﾝｽⅡ 103
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斎藤 佳隆

伊勢崎市民病院

372-0817 伊勢崎市連取本町12-1

0270-25-5022

泌尿器科

竹澤 豊

伊勢崎市民病院

372-0817 伊勢崎市連取本町12-1

0270-25-5022

泌尿器科

長谷川 道子

伊勢崎市民病院

372-0817 伊勢崎市連取本町12-1

0270-25-5022

皮膚科

田村 敦志

伊勢崎市民病院

372-0817 伊勢崎市連取本町12-1

0270-25-5022

皮膚科

牧野 武朗

伊勢崎市民病院

372-0817 伊勢崎市連取本町12-1

0270-25-5022

泌尿器科

徳永 真理

伊勢崎市民病院

372-0817 伊勢崎市連取本町12-1

0270-25-5022

放射線診断科

阿美 寛人

伊勢崎市民病院

372-0817 伊勢崎市連取本町12-1

0270-25-5022

産婦人科

狩野 智

伊勢崎市民病院

372-0817 伊勢崎市連取本町12-1

0270-25-5022

産婦人科

石原 眞悟

伊勢崎市民病院

372-0817 伊勢崎市連取本町12-1

0270-25-5022

内科

鈴木 邦明

伊勢崎市民病院

372-0817 伊勢崎市連取本町12-1

0270-25-5022

内科

嶋田 靖

伊勢崎市民病院

372-0817 伊勢崎市連取本町12-1

0270-25-5022

内科

増尾 貴成

伊勢崎市民病院

372-0817 伊勢崎市連取本町12-1

0270-25-5022

内科

細井 康博

伊勢崎市民病院

372-0817 伊勢崎市連取本町12-1

0270-25-5022

内科

石原 真一

伊勢崎市民病院

372-0817 伊勢崎市連取本町12-1

0270-25-5022

内科

小林 幹男

伊勢崎市民病院

372-0817 伊勢崎市連取本町12-1

0270-25-5022

泌尿器科

德永 真理

伊勢崎市民病院

372-0817 伊勢崎市連取本町12-1

0270-25-5022

小児科

菅野 雅之

伊勢崎市民病院

372-0817 伊勢崎市連取本町12-1

0270-25-5022

外科

高野 洋子

伊勢崎市民病院

372-0817 伊勢崎市連取本町12番地1

0270-25-5022

小児科

前田 昇三

伊勢崎市民病院

372-0817 伊勢崎市連取本町12番地1

0270-25-5022

小児科

小林 裕幸

伊勢崎市民病院

372-0817 伊勢崎市連取本町12番地1

0270-25-5022

内科

川田 倫之

伊勢崎市民病院

372-0817 伊勢崎市連取本町12-1

0270-25-5022

耳鼻咽喉科

関口 雅則

伊勢崎市民病院

372-0817 伊勢崎市連取本町12-1

0270-25-5022

内科

堤 俊之

伊勢崎市民病院

372-0817 伊勢崎市連取本町12-1

0270-25-5022

内科

渋澤 恭子

伊勢崎市民病院

372-0817 伊勢崎市連取本町12-1

0270-25-5022

内科

諏訪 裕人

伊勢崎市民病院

372-0817 伊勢崎市連取本町12-1

0270-25-5022

産婦人科

大谷 健一

伊勢崎市民病院

372-0817 伊勢崎市連取本町12番地1

0270-25-5022

内科

小針 靖子

伊勢崎市民病院

372-0817 伊勢崎市連取本町１２番地１

0270-25-5022

小児科

九嶋 延昌

伊勢崎市民病院

372-0817 伊勢崎市連取本町12-1

0270-25-5022

整形外科

渡邉 真

伊勢崎市民病院

372-0817 伊勢崎市連取本町12-1

0270-25-5022

循環器内科

飯塚 圭介

伊勢崎市民病院

372-0817 伊勢崎市連取本町12-1

0270-25-5022

内科

松井 綾子

伊勢崎市民病院

372-0817 伊勢崎市連取本町12番地1

0270-25-5022

内科

小此木 修一

伊勢崎市民病院

372-0817 伊勢崎市連取本町12番地1

０２７０－２５－５０２２ 心臓血管外科

塚越 律子

伊勢崎市民病院

372-0817 伊勢崎市連取本町12-1

0270-25-5022

外科

上野 敬史

伊勢崎市民病院

372-0817 伊勢崎市連取本町12-1

0270-25-5022

消化器内科、内科

小林 亮一

伊勢崎市民病院

372-0817 伊勢崎市連取本町12-1

0270-25-5022

整形外科

橘 昌宏

伊勢崎福島病院

372-0015 伊勢崎市鹿島町556-2

0270-24-3456

整形外科

黒石 修一朗

一般財団法人 資生会研究所附属 大島病院

372-0006 伊勢崎市太田町508-1

0270-25-2428

精神科

吉田 寿春

一般社団法人 伊勢崎佐波医師会病院

372-0024 伊勢崎市下植木町481番地

0270-24-0111

内科
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大島 幸雄

一般社団法人 伊勢崎佐波医師会病院

372-0024 伊勢崎市下植木町481

0270-24-0111

小児科

高橋 俊統

一般社団法人 伊勢崎佐波医師会病院

372-0024 伊勢崎市下植木町481

0270-24-0111

循環器内科

高橋 修平

一般社団法人 伊勢崎佐波医師会病院

372-0024 伊勢崎市下植木町481

0270-24-0111

外科

澁澤 公行

一般社団法人 伊勢崎佐波医師会病院

372-0024 伊勢崎市下植木町481

0270-24-0111

外科

荒井 孝司

一般社団法人 伊勢崎佐波医師会病院

372-0024 伊勢崎市下植木町481

0270-24-0111

脳神経外科

佐久間 和也

一般社団法人 伊勢崎佐波医師会病院

372-0024 伊勢崎市下植木町481

0270-24-0111

外科

吉田 はるか

一般社団法人 伊勢崎佐波医師会病院

372-0024 伊勢崎市下植木町481

0270-24-0111

消化器内科

青木 道子

医療法人 あおきクリニック

372-0842 伊勢崎市馬貝塚町1162-1

0270-31-2262

小児科、アレルギー科

余沢 貴浩

医療法人 社団 余沢医院

372-0022 伊勢崎市日乃出町5-5

0270-24-9737

内科、循環器科

星野 正也

医療法人 星野小児科医院

372-0024 伊勢崎市下植木町980-66

0270-24-2858

小児科

塩島 正之

医療法人七省会 しおじまクリニック

372-0033 伊勢崎市南千木町5227-7

0270-20-3616

胃腸・大腸内視鏡内科、がん・乳腺放射
線診断料、肛門外科、外科、内科

田村 卓彦

医療法人あけぼの会 伊勢崎たむら眼科

372-0013 伊勢崎市上植木本町2652-4

0270-20-1771

眼科

美原 貫

医療法人イアリ 美原診療所

372-0048 伊勢崎市大手町1-1

0270-25-0112

脳神経外科

岡安 裕之

医療法人イアリ 美原診療所

372-0048 伊勢崎市大手町1-1

0270-25-0112

神経内科

下山 康之

医療法人石井会 石井病院

372-0001 伊勢崎市波志江町1152番地

0270-21-3111

内科

石川 治

医療法人石井会 石井病院

372-0001 伊勢崎市波志江町1152

0270-21-3111

皮膚科

奥田 鉄人

医療法人石井会 石井病院

372-0001 伊勢崎市波志江町1152

0270-21-3111

整形外科

遠藤 歩

医療法人石井会 石井病院

372-0001 伊勢崎市波志江町1152番地

0270-21-3111

眼科

板倉 正典

医療法人石井会 石井病院

372-0001 伊勢崎市波志江町1152番地

0270-21-3111

内科

福井 信

医療法人石井会 石井病院

372-0001 伊勢崎市波志江町1152番地

0270-21-3111

整形外科

石田 克敏

医療法人石井会 石井病院

372-0001 伊勢崎市波志江町1152番地

0270-21-3111

内科

石渕 隆広

医療法人石井会 石井病院

372-0001 伊勢崎市波志江町1152

0270-21-3111

皮膚科

新井 正明

医療法人石井会 石井病院

372-0001 伊勢崎市波志江町1152

0270-21-3111

外科

三秋 恒平

医療法人石井会 石井病院

372-0001 伊勢崎市波志江町1152

0270-21-3111

整形外科

石井 有希夫

医療法人石井会 石井病院

372-0001 伊勢崎市波志江町1152

0270-21-3111

整形外科

内山 安弘

医療法人内山皮膚科医院

372-0039 伊勢崎市ひろせ町4115-6

0270-21-1122

皮膚科

田中 大

医療法人カルディア たなか内科消化器科クリニック 372-0801 伊勢崎市宮子町3543-8

0270-23-0808

内科、消化器内科、胃腸内科

多賀谷 明

医療法人多幸会 多賀谷整形外科

372-0812 伊勢崎市連取町1989-3

0270-30-8111

整形外科、リハビリテーション
科

阿部 友厚

医療法人厚幸会 アベ眼科医院

372-0013 伊勢崎市上植木本町2518-2

0270-25-9018

眼科

木村 吉美

医療法人社団かく眼科医院

372-0042 伊勢崎市中央町4-7

0270-25-2350

眼科

横田 幸大

医療法人社団かく眼科医院

372-0042 伊勢崎市中央町4-7

0270-25-2350

眼科

横田 有美

医療法人社団かく眼科医院

372-0042 伊勢崎市中央町4-7

0270-25-2350

眼科

阿部 由紀子

医療法人社団三思会 ひかりクリニック

379-2201 伊勢崎市間野谷町1114番地

0270-20-2525

内科

土田 晃靖

医療法人社団三思会 ひかりクリニック

379-2201 伊勢崎市間野谷町1114番地

0270-20-2525

内科

小内 亨

医療法人社団糖和会 おない内科クリニック

372-0812 伊勢崎市連取町1426-4

0270-25-4868

内科、糖尿病内科

待木 雄一

医療法人社団平郁会 みんなの伊勢崎クリニック 379-2204

山田 俊彦

医療法人俊寿会 山田内科クリニック

伊勢崎市西久保町3丁目635番
地2-3 ヴェルマーラⅡ-D号棟

372-0048 伊勢崎市大手町24番地8
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0270-75-5862

内科

0270-23-6666

肝臓・胆のう・膵臓内科、胃腸内科、呼吸
器内科、アレルギー科、循環器内科、小
児科

氏名

医療機関名称

郵便番号

所在地

電話番号

診療科目

小暮 道夫

医療法人小暮内科クリニック

379-2235 伊勢崎市三室町4413-1

0270-63-1234

内科、胃腸科

田島 玲子

医療法人上毛会 伊勢崎福島病院

372-0015 伊勢崎市鹿島町556-2

0270-24-3456

神経内科

近藤 進

医療法人上毛会 伊勢崎福島病院

372-0015 伊勢崎市鹿島町556-2

0270-24-3456

神経内科

妹尾 陽子

医療法人上毛会 伊勢崎福島病院

372-0015 伊勢崎市鹿島町556-2

0270-24-3456

神経内科、リハビリテーション
科

市川 秀昭

医療法人上毛会 伊勢崎福島病院

372-0015 伊勢崎市鹿島町556-2

0270-24-3456

外科、心臓血管外科

草場 輝雄

医療法人上毛会 伊勢崎福島病院

372-0015 伊勢崎市鹿島町556-2

0270-24-3456

外科

竹内 公彦

医療法人上毛会 伊勢崎福島病院

372-0015 伊勢崎市鹿島町556-2

0270-24-3456

整形外科、リウマチ科

松下 正寿

医療法人上毛会 伊勢崎福島病院

372-0015 伊勢崎市鹿島町556-2

0270-24-3456

整形外科

大塚 恵子

医療法人上毛会 伊勢崎福島病院

372-0015 伊勢崎市鹿島町556-2

0270-24-3456

整形外科

加部 茂彦

医療法人上毛会 伊勢崎福島病院

372-0015 伊勢崎市鹿島町556-2

0270-24-3456

リハビリ科

上杉 真古斗

医療法人上毛会 伊勢崎福島病院

372-0015 伊勢崎市鹿島町556-2

0270-24-3456

神経内科

大竹 哲也

医療法人華陀の会 大竹ペインクリニック

371-0812 伊勢崎市連取町1781-6

0270-22-1371

麻酔科、内科

長沼 誠一

医療法人長沼内科 長沼内科クリニック

372-0032 伊勢崎市北千木町922-1

0270-21-8880

内科

鶴谷 英樹

医療法人鶴谷会 鶴谷病院

370-0117 伊勢崎市境百々421

0270-74-0670

内科、循環器内科

長沼 文雄

医療法人鶴谷会 鶴谷病院

370-0117 伊勢崎市境百々421

0270-74-0670

内科、循環器内科

関口 賢一

医療法人鶴谷会 鶴谷病院

370-0117 伊勢崎市境百々421

0270-74-0670

内科、循環器内科

荒木 健彦

医療法人鶴谷会 鶴谷病院

370-0117 伊勢崎市境百々421

0270-74-0670

内科、呼吸器科、アレルギー
科

木下 照彦

医療法人鶴谷会 鶴谷病院

370-0117 伊勢崎市境百々421

0270-74-0670

外科

安藤 裕之

医療法人鶴谷会 鶴谷病院

370-0117 伊勢崎市境百々421番地

0270-74-0670

外科

飯田 英基

医療法人鶴谷会 鶴谷病院

370-0117 伊勢崎市境百々421

0270-74-0670

耳鼻咽喉科

小暮 哲夫

医療法人鶴谷会 鶴谷病院

370-0117 伊勢崎市境百々421

0270-74-0670

脳神経外科

鈴木 智之

医療法人鶴谷会 鶴谷病院

370-0117 伊勢崎市境百々421

0270-74-0670

内科

宮田 展宏

医療法人鶴谷会 鶴谷病院

370-0117 伊勢崎市境百々421

0270-74-0670

外科

鈴木 隆男

医療法人鶴谷会 鶴谷病院

370-0117 伊勢崎市境百々421

0270-74-0670

外科

金井 崇

医療法人鶴谷会 鶴谷病院

370-0117 伊勢崎市境百々421

0270-74-0670

内科、消化器科

設楽 直也

医療法人日精堂 設楽耳鼻咽喉科医院

372-0041 伊勢崎市平和町25-30

0270-25-0909

耳鼻咽喉科

望月 裕文

医療法人日望会望月内科医院

379-2221

古作 望

医療法人望真会 古作クリニック

372-0022 伊勢崎市日乃出町1351-8

0270-25-3000

泌尿器科、内科、外科

富澤 秀人

医療法人望真会 古作クリニック

372-0022 伊勢崎市日乃出町1351-8

0270-25-3000

泌尿器科

長谷川 昭

医療法人望真会 古作クリニック 韮塚分院

372-0812 伊勢崎市連取町3273-13

0270-21-5222

泌尿器科

林 雅道

医療法人望真会 古作クリニック 東分院

379-2222 伊勢崎市田部井町3-1979-3

0270-61-0366

泌尿器科

笛木 和彦

医療法人笛木会 笛木外科胃腸科

379-2204 伊勢崎市西久保町二丁目365-2 0270-62-5678

外科、内科、整形外科

久保 尚

医療法人眞誠会 久保医院

372-0841 伊勢崎市大正寺町111

0270-32-0258

内科

山口 悦男

医療法人山心会 やまぐち内科医院

372-0034 伊勢崎市茂呂町2-3512-7

0270-30-3500

内科、循環器内科、小児科
内科、消化器科、循環器科、皮フ
科、外科、リハビリテーション科

伊勢崎市国定町1丁目1122番地
0270-63-0002
1

堤 京子

医療法人山田外科内科医院

372-0025 伊勢崎市東本町45

0270-25-1986

宇野 大輔

宇野内科呼吸器科医院

372-0831 伊勢崎市山王町334-3

0270-20-5030

大滝 雄造

おおたきクリニック

370-0114 伊勢崎市境新栄10-1

0270-50-0117

岡本 栄一

岡本医院

372-0816 伊勢崎市西上之宮町131-1

0270-25-2504
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内科、消化器科

内科・呼吸器科・アレルギー
科・小児科
内科、消化器内科、アレル
ギー科、皮膚科
内科、循環器内科、糖尿病内
科

氏名

医療機関名称

郵便番号

所在地

電話番号

診療科目

岡本 進

岡本眼科クリニック

372-0816 伊勢崎市西上之宮町140-1

0270-22-2202

眼科

田中 伸幸

小田島医院

372-0039 伊勢崎市ひろせ町4038-4

0270-24-3668

内科、循環器科

片貝 堅志

片貝クリニック

372-0813 伊勢崎市韮塚町1207-3

0270-61-9111

内科

金本 哲大

金本肛門科医院

372-0015 伊勢崎市鹿島町547

0270-21-5522

肛門科

神山 宏

神山クリニック

372-0031 伊勢崎市今泉町1-4-10

0270-75-1122

内科、循環器内科

木附 哲

木附整形外科医院

372-0015 伊勢崎市鹿島町545-1

0270-30-3110

整形外科、リハビリテーション
科、リウマチ科

増田 浩明

群馬県立障害者リハビリテーションセンター附属診療所 372-0001 伊勢崎市波志江町3030-1

0270-24-2678

内科

谷崎 義生

公益財団法人 老年病研究所附属病院

027-253-3311

脳神経外科

0270-24-3355

脳神経外科

0270-24-3355

脳神経外科

吉田 啓佑
堀越 知

371-0847 前橋市大友町3-26-8

公益財団法人脳血管研究所 附属美原記念病
372-0006 伊勢崎市太田町366番地
院
公益財団法人脳血管研究所 附属美原記念病
372-0006 伊勢崎市太田町366番地
院

美原 盤

公益財団法人脳血管研究所附属美原記念病院 372-0006 伊勢崎市太田町366

0270-24-3355

神経内科、内科

赤路 和則

公益財団法人脳血管研究所附属美原記念病院 372-0006 伊勢崎市太田町366

0270-24-3355

脳神経外科

木幡 一磨

公益財団法人脳血管研究所附属美原記念病院 372-0006 伊勢崎市太田町366

0270-24-3355

脳神経外科

江熊 広海

公益財団法人脳血管研究所附属美原記念病院 372-0006 伊勢崎市太田町366

0270-24-3355

循環器内科

冨尾 亮介

公益財団法人脳血管研究所附属美原記念病院 372-0006 伊勢崎市太田町366

0270-24-3355

脳神経外科

近内 弘人

公益財団法人脳血管研究所附属美原記念病院 372-0006 伊勢崎市太田町366

0270-24-3355

リハビリテーション科

古井 啓

公益財団法人脳血管研究所附属美原記念病院 372-0006 伊勢崎市太田町366

0270-24-3355

脳神経内科

宮地 由樹

公益財団法人脳血管研究所附属美原記念病院 372-0006 伊勢崎市太田町366

0270-24-3355

脳神経外科

金井 光康

公益財団法人脳血管研究所附属美原記念病院 372-0006 伊勢崎市太田町366

0270-24-3355

脳神経内科

針谷 康夫

公益財団法人脳血管研究所 附属美原記念病
372-0006 伊勢崎市太田町366番地
院

0270-24-3355

脳神経内科

小杉 廣志

小杉内科医院

372-0834 伊勢崎市堀口町659-1

0270-31-0088

内科、消化器科

佐藤 浩二

さとう内科クリニック

372-0005 伊勢崎市乾町233-1

0270-61-8139

内科、呼吸器内科、循環器内
科

長山 美貴恵

社会医療法人鶴谷会 鶴谷病院

370-0117 伊勢崎市境百々421

0270-74-0670

内科・呼吸器内科

加藤 直子

社会医療法人鶴谷会 鶴谷病院

370-0117 伊勢崎市境百々421

0270-74-0670

神経内科

吉田 貞満

社会医療法人鶴谷会 鶴谷病院

370-0117 伊勢崎市境百々421

0270-74-0670

循環器内科

鈴木 英男

鈴木医院

372-0044 伊勢崎市八坂町5-8

0270-25-1798

内科、神経内科、小児科

須藤 勝也

すとう眼科

379-2204 伊勢崎市西久保町2丁目352-10 0270-63-3255

眼科

皆川 正恵

上諏訪眼科クリニック

372-0021 伊勢崎市上諏訪町1444-5

0270-26-8511

眼科

諏訪 邦彦

諏訪内科医院

379-2221 伊勢崎市国定町2丁目1835-2

0270-62-3434

内科

髙野 守人

髙野眼科

372-0842 伊勢崎市馬見塚町字植竹1158-1 0270-31-1311

眼科

多賀谷 茂

多賀谷内科医院

372-0843 伊勢崎市下道寺町143-1

内科

髙柳 均

髙柳整形外科・歯科クリニック

379-2206 伊勢崎市香林町2丁目863番地2 0270-20-8866

水沼 寛代

鶴谷病院

370-0117 伊勢崎市境百々421

0270-32-0838

整形外科

0270-74-0670

内科

武井 真大

糖尿病・内分泌内科りんごの花クリニック

372-0007 伊勢崎市安堀町1865-7

0270-30-3151

糖尿病・内分泌内科、脂質代謝内
科、老年内科、内科

都丸 浩一

都丸内科クリニック

372-0833 伊勢崎市富塚町215-7

0270-75-1270

内科、循環器内科

土田 英希

豊受診療所

372-0842 伊勢崎市馬見塚町860-1

0270-32-0450

内科・循環器内科・小児科

南雲 一郎

なぐも内科医院

370-0126 伊勢崎市境下武士2651

0270-70-1122

原 健一郎

原内科医院

372-0026 伊勢崎市宮前町117-1

0270-21-3577

松澤 研

松澤外科医院

372-0021 伊勢崎市上諏訪町2114-5

0270-30-1010
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内科、呼吸器科、循環器科、
胃腸科、麻酔科
内科・呼吸器内科
・アレルギー科
外科・胃腸科・肛門科・婦人科

氏名

医療機関名称

郵便番号

所在地

電話番号

診療科目

美原 樹

美原診療所

372-0048 伊勢崎市大手町1-1

0270-25-0112

内科

荒井 泰道

美原診療所

372-0048 伊勢崎市大手町1-1

0270-25-0112

内科

宮崎 要

宮崎クリニック

372-0031 伊勢崎市今泉町1-1580

0270-20-7881

外科、内科、消化器科、肛門
科

田中 崇元

恵泉会 せせらぎ病院

379-2211 伊勢崎市市場町一丁目1399番地 0270-63-6363

内科、腎臓科、リウマチ科

安村 幹央

恵泉会 せせらぎ病院

379-2211 伊勢崎市市場町一丁目1399番地 0270-63-6363

外科

森村 匡志

もりむら内科

372-0812 伊勢崎市連取町364-2

0270-75-6201

内科、糖尿病内科、漢方内科

毛呂 裕臣

もろメンタルクリニック

372-0033 伊勢崎市南千木町2521-1

0270-75-2727

精神科

大木 茂

安堀太田町クリニック

372-0007 伊勢崎市安堀町１９０４－５

0270-75-2911

内科、外科、消化器内科、循環器内
科、皮膚科、整形外科

山田 義久

やまだ眼科クリニック

372-0042 伊勢崎市中央町13-7

0270-21-8804

眼科

鈴木 知明

ゆうあいクリニック

379-2214 伊勢崎市下触町757-3

0270-30-7007

外科、胃腸科、肛門科

鈴木 裕美子

ゆうあいクリニック

379-2214 伊勢崎市下触町757-3

0270-30-7007

皮膚科

細貝 真弓

るり眼科

372-0812 伊勢崎市連取町3053-3

0270-75-5115

眼科

大澤 誠

医療法人あづま会 大井戸診療所

379-2234 伊勢崎市東小保方町4005-1

0274-62-3333

精神科、心療内科、内科

福嶋 令奈

医療法人あづま会 大井戸診療所

379-2234 伊勢崎市東小保方町4005-1

0270-62-3333

内科

川上 知孝

医療法人鶴谷会 鶴谷病院

370-0117 伊勢崎市境百々421

0270-74-0670

消化器内科

渡邉 幸康

渡辺内科クリニック

372-0818 伊勢崎市連取元町23-2

0270-21-9777

内科

安齋 均

SUBARU健康保険組合 太田記念病院

373-8585 太田市大島町455-1

0276-55-2200

循環器内科

根本 尚彦

SUBARU健康保険組合 太田記念病院

373-8585 太田市大島町455-1

0276-55-2200

循環器内科

堀 尚明

SUBARU健康保険組合 太田記念病院

373-8585 太田市大島町455-1

0276-55-2200

小児科

草野 知江子

SUBARU健康保険組合 太田記念病院

373-8585 太田市大島町455-1

0276-55-2200

小児科

志關 孝夫

SUBARU健康保険組合 太田記念病院

373-8585 太田市大島町455-1

0276-55-2200

小児外科

森村 敏哉

SUBARU健康保険組合 太田記念病院

373-8585 太田市大島町455-1

0276-55-2200

小児外科

神徳 純一

SUBARU健康保険組合 太田記念病院

373-8585 太田市大島町455-1

0276-55-2200

外科

林 浩二

SUBARU健康保険組合 太田記念病院

373-8585 太田市大島町455-1

0276-55-2200

外科

朝長 明敏

SUBARU健康保険組合 太田記念病院

373-8585 太田市大島町455-1

0276-55-2200

整形外科

矢尾板 裕之

SUBARU健康保険組合 太田記念病院

373-8585 太田市大島町455-1

0276-55-2200

脳神経外科

齋藤 太

SUBARU健康保険組合 太田記念病院

373-8585 太田市大島町455-1

0276-55-2200

脳神経外科

長野 拓郎

SUBARU健康保険組合 太田記念病院

373-8585 太田市大島町455-1

0276-55-2200

脳神経外科

加藤 全功

SUBARU健康保険組合 太田記念病院

373-8585 太田市大島町455-1

0276-55-2200

心臓血管外科

吉田 崇

SUBARU健康保険組合 太田記念病院

373-8585 太田市大島町455-1

0276-55-2200

乳腺外科

根岸 泉

SUBARU健康保険組合 太田記念病院

373-8585 太田市大島町455-1

0276-55-2200

皮膚科

佐野 守彦

SUBARU健康保険組合 太田記念病院

373-8585 太田市大島町455-1

0276-55-2200

眼科

濱野 利果

SUBARU健康保険組合 太田記念病院

373-8585 太田市大島町455-1

0276-55-2200

眼科

秋枝 一基

SUBARU健康保険組合 太田記念病院

373-8585 太田市大島町455-1

0276-55-2200

救急科

門前 達哉

SUBARU健康保険組合 太田記念病院

373-8585 太田市大島町455-1

0276-55-2200

神経内科

大竹 陽介

SUBARU健康保険組合 太田記念病院

373-8585 太田市大島町455-1

0276-55-2200

消化器内科

清水 国章

SUBARU健康保険組合 太田記念病院

373-8585 太田市大島町455-1

0276-55-2200

整形外科

椎名 啓介

SUBARU健康保険組合 太田記念病院

373-8585 太田市大島町455-1

0276-55-2200

消化器内科

長島 義宜

SUBARU健康保険組合 太田記念病院

373-8585 太田市大島町455-1

0276-55-2200

循環器内科

伊島 正志

SUBARU健康保険組合 太田記念病院

373-8585 太田市大島町455-1

0276-55-2200

消化器内科

堀 秀之

SUBARU健康保険組合 太田記念病院

373-8585 太田市大島町455-1

0276-55-2200

小児科

米倉 尚志

SUBARU健康保険組合 太田記念病院

373-8585 太田市大島町455-1

0276-55-2200

泌尿器科

鄭 雅誠

SUBARU健康保険組合 太田記念病院

373-8585 太田市大島町455-1

0276-55-2200

耳鼻咽喉科
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小畑 力

SUBARU健康保険組合 太田記念病院

373-8585 太田市大島町455-1

0276-55-2200

消化器内科

佐原 尚彦

SUBARU健康保険組合 太田記念病院

373-8585 太田市大島町455-1

0276-55-2200

循環器内科

有野 浩司

SUBARU健康保険組合 太田記念病院

373-8585 太田市大島町455-1

0276-55-2200

整形外科

山口 航

SUBARU健康保険組合 太田記念病院

373-8585 太田市大島町455-1

0276-55-2200

耳鼻咽喉科

山本 学

SUBARU健康保険組合 太田記念病院

373-8585 太田市大島町455-1

0276-55-2200

呼吸器外科

草野 亮祐

ＳＵＢＡＲＵ健康保険組合 太田記念病院

373-8585 太田市大島町455-1

0276-55-2200

小児科

玉井 哲郎

ＳＵＢＡＲＵ健康保険組合 太田記念病院

373-8585 太田市大島町455-1

0276-55-2200

小児科

齊藤 吉紀

SUBARU健康保険組合 太田記念病院

373-8585 太田市大島町455-1

0276-55-2200

耳鼻咽喉科

伊原 淳

SUBARU健康保険組合 太田記念病院

373-8585 太田市大島町455-1

0276-55-2200

形成外科

栢野 想太郞

SUBARU健康保険組合 太田記念病院

373-8585 太田市大島町455-1

0276-55-2200

泌尿器科

小野 淳

SUBARU健康保険組合 太田記念病院

373-8585 太田市大島町455-1

0276-55-2200

腎臓内科

水谷 年秀

SUBARU健康保険組合 太田記念病院

373-8585 太田市大島町455-1

0276-55-2200

腎臓外科

武中 宏樹

SUBARU健康保険組合 太田記念病院

373-8585 太田市大島町455-1

0276-55-2200

循環器内科

千坂 奏

あいメンタルクリニック

373-0806 太田市龍舞町5688-2

0276-50-1007

精神科

星野 東明

あおぞら内科リウマチ科クリニック

373－0037 太田市新道町37ｰ3

0276-55ｰ2590

内科・リウマチ科

朽名 靖

医療法医人くつな会 くつなクリニック

373-0036 太田市由良町886-1

0276-60-4475

内科、消化器科、外科

鹿山 富生

医療法人 鹿山整形外科医院

373-0851 太田市飯田町1098

0276-45-0511

整形外科、リウマチ科、リハビ
リテーション科

大澤 真悟

医療法人 真康会 大沢医院

370-0321 太田市新田木崎町817

0276-56-7369

内科･小児科

大川 雅史

医療法人 和心会 大川眼科

373-0807 太田市下小林町56の6

0276-48-7700

眼科

剣持 雅彦

医療法人ＫＯＳＳＭＯＳ会 剣持整形外科

373-0026 太田市東本町42-1

0276-252537

整形外科、リハビリテーション
科、形成外科

芳賀 紀裕

医療法人あい友会 あい太田クリニック

373-0853 太田市浜町59-3

0276-52-8857

内科、外科

前野 有理

医療法人あい友会 あい太田クリニック

373-0853 太田市浜町59-3

0276-52-8857

内科

野末 睦

医療法人あい友会 あい太田クリニック

373-0853 太田市浜町59-3

0276-52-8857

外科、内科

石川 成美

医療法人あい友会 あい太田クリニック

373-0853 太田市浜町59-3

0276-52-8857

内科、外科

村上 忠

医療法人赤城会 三枚橋病院

373-0054 太田市長手町1744

0276-26-7511

精神科・神経科

花岡 直木

医療法人赤城会 三枚橋病院

373-0054 太田市長手町1744

0276-26-7511

精神科・神経科

西 雄二

医療法人赤城会 三枚橋病院

373-0054 太田市長手町1744

0276-26-7511

精神科・神経科

山田 修司

医療法人修秀会 山田クリニック

373-0024 太田市上小林町193

0276-40-2121

内科・外科・消化器内科・肛門
外科

普光江 嘉広

医療法人慶仁会 城山病院

373-0817 太田市飯塚町1

0276-46-0311

外科

李 相亮

医療法人慶仁会 城山病院

373-0817 太田市飯塚町1

0276-46-0311

整形外科

李 相翔

医療法人慶仁会 城山病院

373-0817 太田市飯塚町1

0276-46-0311

内科、糖尿病内科

李 雅弘

医療法人慶仁会 城山病院

373-0817 太田市飯塚町1

0276-46-0311

外科

李 雨元

医療法人慶仁会 城山病院

373-0817 太田市飯塚町1

0276-46-0311

外科

植竹 稔

医療法人宏愛会 宏愛会第一病院

379-2305 太田市六千石町99-63

0277-78-1555

整形外科

綿貫 啓

医療法人宏愛会 宏愛会第一病院

379-2305 太田市六千石町99-63

0277-78-1555

外科

大宜見 綱夫

医療法人宏愛会 宏愛会第一病院

379-2305 太田市六千石町99-63

0277-78-1555

整形外科

荒井 浩介

医療法人宏愛会 宏愛会第一病院

379-2305 太田市六千石町99-63

0277-78-1555

外科

米山 裕

医療法人宏愛会 宏愛会第一病院

379-2305 太田市六千石町99-63

0277-78-1555

内科

矢内 由美

医療法人財団明理会 イムス太田中央総合病院 373-8513 太田市東今泉町875-1

0276-37-2378

脳神経外科、リハビリテーショ
ン科

福島 弘樹

医療法人財団明理会 イムス太田中央総合病院 373-8513 太田市東今泉町875-1

0276-37-2378

内科、循環器内科

栗原 務

医療法人財団明理会 イムス太田中央総合病院 373-8513 太田市東今泉町875-1

0276-37-2378

産婦人科

大和田 進

医療法人財団明理会 イムス太田中央総合病院 373-8513 太田市東今泉町875-1

0276-37-2378

外科

竹村 俊哉

医療法人財団明理会 イムス太田中央総合病院 373-8513 太田市東今泉町875-1

0276-37-2378

外科
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橋本 健

医療法人財団明理会 イムス太田中央総合病院 373-8513 太田市東今泉町875-1

0276-37-2378

整形外科

大谷 和歌

医療法人財団明理会 イムス太田中央総合病院 373-8513 太田市東今泉町875-1

0276-37-2378

泌尿器科

髙尾 健

医療法人財団明理会 イムス太田中央総合病院 373-8513 太田市東今泉町875-1

0276-37-2378

内科

宮本 正秀

医療法人財団明理会 イムス太田中央総合病院 373-8513 太田市東今泉町875-1

0276-37-2378

呼吸器内科

黒澤 太平

医療法人財団明理会 イムス太田中央総合病院 373-8513 太田市東今泉町875-1

0276-37-2378

内科、放射線科、リハビリテー
ション科

山口 真史

医療法人財団明理会イムス太田中央総合病院 373-8513 太田市東今泉町875-1

0276-37-2378

内分泌内科

金澤 宏志

医療法人三省会 堀江病院

373-8601 太田市高林東町1800

0276-38-1215

脳神経外科

五十嵐 康

医療法人三省会 堀江病院

373-8601 太田市高林東町1800

0276-38-1215

内科

山本 絢子

医療法人三省会 堀江病院

373-8601 太田市高林東町1800

0276-38-1215

内科

飯塚 貴士

医療法人三省会 堀江病院

373-8601 太田市高林東町１８００

0276-38-1215

循環器科

堀江 淳一

医療法人三省会 堀江病院

373-8601 太田市高林東町１８００

0276-38-1215

脳神経内科

木暮 勇人

医療法人社団 新井診療所

373-0852 太田市新井町532番地の10

0276-46-1850

内科

野村 和弘

医療法人社団野村医院 野村クリニック

373-0826 太田市古戸町957番地4

0276-61-3796

脳神経外科

坂本 泰秀

医療法人秀クリニック

373-0829 太田市高林北町2030-1

0276-38-1137

内科、循環器科

藤澤 邦俊

医療法人小林眼科クリニック 城西眼科

373-0032 太田市新野町1256-1

0276-30-4177

眼科

藤澤 桃子

医療法人小林眼科クリニック 城西眼科

373-0032 太田市新野町1256-1

0276-30-4177

眼科

渡邉 直文

医療法人城南会 渡辺クリニック

373-0851 太田市飯田町985

0276-40-1811

内科、脳神経外科

飯島 正之

医療法人正恵会 いいじま呼吸器科内科クリニック 373-0807 太田市下小林町365-4

0276-49-1121

呼吸器科、内科

井浦 浩司

医療法人浩然会 とうもう整形外科クリニック

373-0022 太田市東金井町311-1

0276-20-2500

整形外科、リウマチ科、リハビ
リテーション科、内科

荻原 博実

医療法人光復会 おぎわら眼科

370-0314 太田市新田市野井町158-1

0276-57-1110

眼科

平原 睦庸

医療法人昭庸会 平原内科・消化器科

373-0818 太田市小舞木町226

0276-45-3891

内科、消化器内科、糖尿病内
科、内視鏡内科、小児科

鈴木 創

医療法人リアホナ会 鈴木医院

370-0344 太田市新田早川町343

0276-56-7876

内科、循環器内科

頴原 禎人

医療法人潁原会 東毛敬愛病院

373-0024 太田市上小林町230番地の1

0276-26-1793

内科、精神科

大島 俊彦

大島胃腸科内科クリニック

373-0032 太田市新野町1249-1

0276-33-7500

内科

加藤 なつ江

太田協立診療所

373-0808 太田市石原町927

0276-45-4911

内科

鈴木 康太

太田鈴木眼科

373-0056 太田市八幡町25-6

0276-55-5402

眼科

今井 敏

太田第一整形外科内科

373-0853 太田市浜町１８－６８

0276-47-0171

整形外科、リハビリテーション
科、リウマチ科

大谷 隆俊

太田糖尿病クリニック

373-0861 太田市南矢島町907-1

0276-55-6611

内科、糖尿病内科、腎臓内科

久保田 修平

太田ハートクリニック

373-0034 太田市藤阿久町333-1

0276-57-6181

内科、循環器内科

根岸 俊文

介護老人保健施設 宏愛苑

379-2305 太田市六千石町５９

0277-78-3821

内科、リハビリテーション科

金子 仁

金子クリニック

373-0841 太田市岩瀬川町471-5

0276-30-2626

内科、神経内科

清村 道生

清村医院

370-0347 太田市新田大根町1111-2

0276-57-2718

内科・胃腸科・小児科

入沢 寛之

群馬県立がんセンター

373-8550 太田市高林西町617-1

0276-38-0771

血液内科

村田 直哉

群馬県立がんセンター

373-8550 太田市高林西町617-1

0276-38-0771

血液内科

廣瀬 太郎

群馬県立がんセンター

373-8550 太田市高林西町617-1

0276-38-0771

形成外科

村山 佳予子

群馬県立がんセンター

373-8550 太田市高林西町617-1

0276-38-0771

血液内科

小島 正人

小島医院

373-0025 太田市熊野町8-9

0276-25-0378

内科、小児科

小林 信一

小林クリニック

370-0426 太田市世良田町１５７４－１

0276-60-7560

内科・循環器内科

喜多村 一孝

こばやし小児科内科医院

373－0026 太田市東本町40－30

0276－26－1000 内科・循環器内科

坂本 孝作

坂本胃腸科医院

379-2304 太田市大原町1061-9

0277-40-4111

内科、外科、消化器内科、皮
膚科

荒木 亘

下浜田クリニック

373-0821 太田市下浜田町1264-1

0276-47-7330

内分泌内科

荒木 弘毅

下浜田クリニック

373-0821 太田市下浜田町1264-1

0276-47-7330

内科、神経内科

正田 健

正田医院

373-0861 太田市南矢島町726-3

0276-38-5511

内科、消化器内科、小児科
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高澤 亜希子

高沢胃腸科外科

373-0852 太田市新井町567-1

0276-45-1133

内科、小児科、呼吸器科、アレ
ルギー科、リウマチ科

高澤 信

高沢胃腸科外科

373-0852 太田市新井町567-1

0276-45-1133

外科、消化器科

滝沢 敬子

たきざわ医院

370-0331 太田市新田赤堀町434-25

0276-55-1010

内科、小児科

谷口 靖広

谷口クリニック

373-0038 太田市城西町765-15

0276-33-7756

内科、循環器科、小児科

土屋 清隆

土屋クリニック

373-0842 太田市細谷町1405-2

0276-33-7250

泌尿器科

馬場 敏生

馬場医院

373-0825 太田市高林東町1688番地

0276-38-0220

眼科

針谷 紀

はりがや眼科

373-0818 太田市小舞木町423

0276-47-8101

眼科

針谷 朱美

はりがや眼科

373-0818 太田市小舞木町423

0276-47-8101

眼科

針谷 明美

針谷眼科

373-0026 太田市東本町23-7

0276-22-3642

眼科

深川 博淳

深川クリニック

373-0818 太田市小舞木町415

0276-45-0133

消化器科、内科、小児科

福田 洋一郎

ふくだ耳鼻咽喉科クリニック

373-0807

0276-48-8732

耳鼻咽喉科

鈴木 恭子

冨士ヶ丘病院

373-0025 太田市熊野町38番81号

0276-22-1281

内科、麻酔科、リハビリテーション科

澁澤 憲

冨士ヶ丘病院

373-0025 太田市熊野町38番81号

0276-22-1281

内科、麻酔科、リハビリテーション科

大木 一郎

冨士ヶ丘病院

373-0025 太田市熊野町38番81号

0276-22-1281

内科、麻酔科、リハビリテー
ション科

西川 邦

冨士ヶ丘病院

373-0025 太田市熊野町38番81号

0276-22-1281

内科

小口 敏孝

冨士ヶ丘病院

373-0025 太田市熊野町38番81号

0276-22-1281

内科

大原 由美子

藤生眼科医院

373-0853 太田市浜町3-31

0276-45-3358

眼科

本島 佳代子

もとじま整形外科・糖尿病内科

373-0032 太田市新野町1160

0276ｰ33ｰ9777

内科・糖尿病内科

有村 博成

本島総合病院

373-0033 太田市西本町3-8

0276-22-7131

内科

本島 悌司

本島総合病院

373-0033 太田市西本町3-8

0276-22-7131

外科

本島 柳司

本島総合病院

373-0033 太田市西本町3-8

0276-22-7131

消化器外科

本島 敏乃

本島総合病院

373-0033 太田市西本町3-8

0276-22-7131

小児科

池田 修二

本島総合病院

373-0033 太田市西本町3-8

0276-22-7131

脳神経外科

宮 芳紀

本島総合病院

373-0033 太田市西本町3-8

0276-22-7131

循環器科

太田市下小林町534-3メディカルポート太田

山口 英見

山口外科医院

373-0033 太田市西本町57-33

0276-31-3561

内科、呼吸器科、胃腸科、循環器科、小
児科、外科、整形外科、眼科、リハビリ
テーション科

山中 正義

ゆら皮膚科クリニック

373-0036 太田市由良町93-4

0276-55-8622

皮膚科、美容皮膚科、小児皮
膚科

和賀 一雄

和賀クリニック

379-2304 太田市大原町82-273

0277-20-4370

内科、小児科、アレルギー科

和賀 友美

和賀クリニック

379-2304 太田市大原町82-273

0277-20-4370

眼科

服部 公彦

医療法人えびすさまクリニック

373-0817 太田市飯塚町985番地1

0276-55-3111

神経内科

服部 伊里子

医療法人えびすさまクリニック

373-0817 太田市飯塚町985番地1

0276-55-3111

内科、小児科、消化器内科

髙良 大介

医療法人三省会 堀江病院

373-8601 太田市高林東町1800

0276-38-1215

外科

堀江 健司

医療法人三省会 堀江病院

373-8601 太田市高林東町1800

0276-38-1215

外科、消化器科

竹束 正二郎

医療法人三省会 堀江病院

373-8601 太田市高林東町1800

0276-38-1215

外科、消化器科

櫻井 俊宏

医療法人三省会 堀江病院

373-8601 太田市高林東町1800

0276-38-1215

腎臓内科

清村 真道

医療法人三省会 堀江病院

373-8601 太田市高林東町1800

0276-38-1215

整形外科

岡田 純幸

医療法人三省会 堀江病院

373-8601 太田市高林東町1800

0276-38-1215

整形外科

石山 雅邦

医療法人三省会 堀江病院

373-8601 太田市高林東町1800

0276-38-1215

総合診療科

蓑和 章

医療法人みのわクリニック

373-0036 太田市由良町93-3

0276-40-4888

脳神経外科

白吉 孝匡

医療法人財団明理会イムス太田中央総合病院 373-8513 太田市東今泉町875-1

0276-37-2378

脳神経内科

柳川 天志

群馬県立がんセンター

373-8550 太田市高林西町617-1

0276-38-0771

整形外科

杉山 正和

太田中央眼科

373-0036 太田市由良町2332-3

0276-31-6226

眼科

青栁 左近

呑龍クリニック

373-0851 太田市飯田町1083-1

0276-60-3011

腎臓内科、血液透析科

代田 幸彦

医療法人社団 代田眼科

378-0051 沼田市上原町1619-15

0278-23-2403

眼科

38 / 54 ページ

氏名

医療機関名称

郵便番号

所在地

電話番号

診療科目

木村 久人

医療法人社団ほたか会 パース整形外科クリニック 378-0004 沼田市下久屋町940番地1

0278-23-0678

整形外科、外科、リハビリテー
ション科

内海 英貴

医療法人社団日高会 白根クリニック

378-0031 沼田市薄根町3300-1

0278-24-1701

内科、血液内科

林 康子

医療法人順愛会 角田外科医院

378-0051 沼田市上原町1555-3

0278-22-4936

皮膚科

林 秀彦

医療法人順愛会 角田外科医院

378-0051 沼田市上原町1555-3

0278-22-4936

消化器科

田中 秀典

医療法人大誠会 内田病院

378-0005 沼田市久屋原町345-1

0278-23-1231

内科、消化器科

江森 俊明

江森内科医院

378-0042 沼田市西倉内町588

0278-20-1001

内科

金井 要

かない眼科クリニック

378-0056 沼田市高橋場町2072-9

0278-30-5088

眼科

金井 基子

かないクリニック

378-0054 沼田市西原新町92

0278-22-1166

内科、神経内科

野中 真知

桐生厚生総合病院

376-0024 桐生市織姫町6-3

0277-44-7171

内科

七五三木 淳

しめぎ整形外科クリニック

378-0055 沼田市柳町2563-12

0278-60-1717

整形外科

角田 久美子

つのだ医院

378-0005 沼田市久屋原町114-1

0278-25-3111

内科、消化器内科、小児科

角田 毅

つのだ医院

378-0005 沼田市久屋原町114-1

0278-25-3111

内科

森本 和典

独立行政法人国立病院機構 沼田病院

378-0051 沼田市上原町1551-4

0278-23-2181

整形外科

武井 義和

独立行政法人国立病院機構 沼田病院

378-0051 沼田市上原町1551-4

0278-23-2181

内科

林 学

独立行政法人国立病院機構 沼田病院

378-0051 沼田市上原町1551-4

0278-23-2181

内科

前村 道生

独立行政法人国立病院機構 沼田病院

378-0051 沼田市上原町1551-4

0278-23-2181

外科

根岸 哲夫

独立行政法人国立病院機構 沼田病院

378-0051 沼田市上原町1551-4

0278-23-2181

内科

岩波 弘太郎

独立行政法人国立病院機構 沼田病院

378-0051 沼田市上原町1551-4

0278-23-2181

外科

山田 俊哉

利根中央病院

378-0012 沼田市沼須町910-1

0278-22-4321

消化器内科

近藤 誠

利根中央病院

378-0012 沼田市沼須町910-1

0278－22－4321 循環器内科

冨田 健介

利根中央病院

378-0053 沼田市東原新町1855-1

0278-22-4321

泌尿器科

原田 孝

利根中央病院

378-0012 沼田市沼須町910-1

0278-22-4321

内科

吉見 誠至

利根中央病院

378-0012 沼田市沼須町910-1

0278-22-4321

内科

大野 順弘

利根中央病院

378-0012 沼田市沼須町910-1

0278-22-4321

病理診断科

井手 政信

利根中央病院

378-0012 沼田市沼須町910-1

0278-22-4321

麻酔科

安藤 哲

利根中央病院

378-0012 沼田市沼須町910-1

0278-22-4321

外科

関原 正夫

利根中央病院

378-0012 沼田市沼須町910-1

0278-22-4321

外科

郡 隆之

利根中央病院

378-0012 沼田市沼須町910-1

0278-22-4321

外科

細川 高史

利根中央病院

378-0012 沼田市沼須町910-1

0278-22-4321

整形外科

河内 英行

利根中央病院

378-0012 沼田市沼須町910-1

0278-22-4321

脳神経外科

髙橋 宙

利根中央病院

378-0012 沼田市沼須町910-1

0278-22-4321

眼科

糸賀 俊一

利根中央病院

378-0012 沼田市沼須町910-1

0278-22-4321

産婦人科

須藤 執道

利根中央病院

378-0012 沼田市沼須町910-1

0278－22－4321 整形外科

小林 克巳

利根中央病院

378-0012 沼田市沼須町910-1

0278-22-4321

外科

永井 弥生

利根中央病院

378-0012 沼田市沼須町910-1

0278-22-4321

皮膚科

高田 考大

利根中央病院

378-0012 沼田市沼須町910-1

0278-22-4321

外科

伊能 崇税

利根中央病院

378-0012 沼田市沼須町910-1

0278-22-4321

内科

熊倉 裕二

利根中央病院

378-0012 沼田市沼須町910-1

0278-22-4321

外科

岡部 智史

利根中央病院

378-0012 沼田市沼須町910-1

0278－22－4321 腎臓内科、透析科

荒木 修

利根中央病院

378-0012 沼田市沼須町910-1

0278-22-4321

糖尿病内科

小林 剛

利根中央病院

378-0012 沼田市沼須町910-1

0278-22-4321

内科・総合診療科

小林 喜郎

利根中央病院

378-0012 沼田市沼須町910-1

0278-22-4321

内科 救急科

上野 雅仁

利根中央病院

378-0012 沼田市沼須町910-1

0278-22-4321

総合診療科
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鈴木 諭

利根中央病院

378-0012 沼田市沼須町910-1

0278-22-4321

内科

西村 秀子

利根中央病院

378-0012 沼田市沼須町910-1

0278-22-4321

小児科

小林 修

利根中央病院

378-0012 沼田市沼須町910-1

0278-22-4321

内科

大塚 隆幸

利根中央病院

378-0012 沼田市沼須町910-1

0278-22-4321

内科、小児科

小林 正人

医療法人社団平郁会 みんなの伊勢崎クリニッ
伊勢崎市西久保町三丁目635番
379-2204
0270-75-5862
ク
地2-3 ヴェルマーラⅡーD号棟

内科

長坂 一三

利根中央診療所

378-0054 沼田市西原新町1864-2

0278-24-1202

内科

米谷 仁

沼田キラリ眼科

378-0043 沼田市東倉内町282-9

0278-77-4822

眼科

森平 和明

沼田クリニック

378-0014 沼田市栄町61番地3

0278-22-1188

内科

金子 尚子

沼田クリニック

378-0014 沼田市栄町61番地3

0278-22-1188

内科

鎌田 真彦

沼田クリニック

378-0014 沼田市栄町61番地3

0278-22-1188

整形外科

松峯 宏人

沼田クリニック

378-0014 沼田市栄町61番地3

0278-22-1188

神経内科

鯉淵 すみ枝

沼田クリニック

378-0014 沼田市栄町61番地3

0278-22-1188

脳神経外科

三輪 好宏

沼田クリニック

378-0014 沼田市栄町61番地3

0278-22-1188

内科

赤尾 法彦

沼田脳神経外科循環器科病院

378-0014 沼田市栄町8番地

0278-22-5052

脳神経外科

石川 俊郎

沼田脳神経外科循環器科病院

378-0014 沼田市栄町8番地

0278-22-5052

脳神経外科

西松 輝高

沼田脳神経外科循環器科病院

378-0014 沼田市栄町8番地

0278-22-5052

脳神経外科

清水 常正

沼田脳神経外科循環器科病院

378-0014 沼田市栄町8番地

0278-22-5052

脳神経外科

森下 篤

沼田脳神経外科循環器科病院

378-0014 沼田市栄町8番地

0278-22-5052

心臓血管外科

田中 聡

沼田脳神経外科循環器科病院

378-0014 沼田市栄町8番地

0278-22-5052

脳神経外科

藤本 剛士

沼田脳神経外科循環器科病院

378-0014 沼田市栄町8番地

0278-22-5052

脳神経外科

田中 聡

沼田脳神経外科循環器科病院

378-0014 沼田市栄町8番地

0278-22-5052

脳神経外科

山田 泉

沼田脳神経外科循環器科病院

378-0014 沼田市栄町8番地

0278-22-5052

循環器内科、内科

真下 啓一

沼田脳神経外科循環器科病院

378-0014 沼田市栄町8番地

0278-22-5052

内科、腎臓内科、リウマチ科

新井 正史

医療法人 前橋北病院

371-0054 前橋市下細井町692

027－235－3333 神経内科

最上 建治

医療法人 最上胃腸科外科

374-0063 館林市朝日町4-1

0276-74-3763

胃腸科、外科、内科、肛門科

海宝 雄人

医療法人海宝会 海宝病院

374-0033 館林市堀工町1269番地

0276-74-0811

外科、内科、消化器外科、消
化器内科、肛門外科

木ノ内 勝士

医療法人社団 尽徳会 県西在宅クリニック 舘林 374-0051 館林市新栄町1933-1

0276-55-3818

心臓血管外科

白井 聖子

医療法人社団 尽徳会 県西在宅クリニック 舘林 374-0051 館林市新栄町1933-1

0276-55-3818

精神科

竹井 考文

医療法人社団 尽徳会 県西在宅クリニック 舘林 374-0051 館林市新栄町1933-1

0276-55-3818

内科

大喜多 陽平

医療法人社団 尽徳会 県西在宅クリニック舘
林

374-0051 館林市新栄町1933-1

0276-55-3818

内科・外科

新井 弘一

医療法人社団慶友会 宇沢整形外科

374-0016 館林市松原1-10-30

0276-74-8761

内科

尾崎 正大

医療法人社団慶友会 慶友整形外科病院

374-0011 館林市羽附町1741

0276-72-6000

整形外科

山口 晋太朗

医療法人社団順孝会 館林・あだちアイケアクリ
374-0013 館林市赤生田町2329番3
ニック

0276-55-2861

眼科

大槻 実

医療法人社団田口会 新橋病院

374-0044 館林市下三林町452

0276-75-3011

内科

大友 晋

医療法人社団田口会 新橋病院

374-0044 館林市下三林町452

0276-75-3011

内科、消化器科

内海 雅雄

医療法人社団田口会 新橋病院

374-0044 館林市下三林町452

0276-75-3011

皮膚科

岸本 陽子

医療法人未来会 きしもと眼科

374-0004 館林市楠町1937-1

0276-72-6420

眼科

岸本 尚人

医療法人未来会 きしもと眼科

374-0004 館林市楠町1937-1

0276-72-6420

眼科

川島 利彦

医療法人利康会 川島脳神経外科医院

374-0067 館林市岡野町374

0276-75-5511

脳神経外科

川島 康宏

医療法人利康会 川島脳神経外科医院

374-0067 館林市岡野町374

0276-75-5511

脳神経外科、神経内科、内科

岡田 朋彦

医療法人朋友会 岡田整形外科クリニック

374-0063 館林市朝日町6-18

0276-72-3163

整形外科

新出 理

医療法人六花会 館林記念病院

374-0068 館林市台宿町7番18号

0276-72-3155

外科、内科

0276-72-3155

内科、消化器内科、循環器内科、糖
尿病内科、リハビリテーション科

堀越 裕一

医療法人六花会 館林記念病院

374-0068 館林市台宿町7番18号
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大澤 途代

医療法人六花会 館林記念病院

374-0068 館林市台宿町7番18号

0276-72-3155

内科、循環器内科

川村 昭之

川村眼科医院

374-0026 館林市新宿1-2-22

0276-75-1211

眼科

橘田 祐樹

慶友整形外科病院

374-0013 館林市赤生田町2267-1

0276-49-9000

整形外科

山本 譲

慶友整形外科病院

374-0013 館林市赤生田町2267番地1

0276-49-9000

整形外科

伊藤 惠康

慶友整形外科病院

374-0013 館林市赤生田町2267番地1

0276-49-9000

整形外科

古島 弘三

慶友整形外科病院

374-0013 館林市赤生田町2267番地1

0276-49-9000

整形外科

大関 健司

慶友整形外科病院

374-0013 館林市赤生田町2267番地1

0276-49-9000

整形外科

綾部 敬生

慶友整形外科病院

374-0013 館林市赤生田町2267番地1

0276-49-9000

整形外科

中道 清広

慶友整形外科病院

374-0013 館林市赤生田町2267番地1

0276-49-9000

整形外科

橘 安津子

慶友整形外科病院

374-0013 館林市赤生田町2267番地1

0276-49-9000

整形外科

諸井 威彦

慶友整形外科病院

374-0013 館林市赤生田町2267番地1

0276-49-9000

整形外科

伊賀 隆史

慶友整形外科病院

374-0013 館林市赤生田町2267番地1

0276-49-9000

整形外科

高安 幸弘

公立館林厚生病院

374-8533 館林市成島町262-1

0276-72-3140

耳鼻咽喉科

松﨑 晋一

公立館林厚生病院

374-8533 館林市成島町262-1

0276-72-3140

内科

岩佐 晋

公立館林厚生病院

374-8533 館林市成島町262-1

0276-72-3140

リハビリテーション科

室井 昌彦

公立館林厚生病院

374-8533 館林市成島町262-1

0276-72-3140

耳鼻咽喉科

奥木 宏延

公立館林厚生病院

374-8533 館林市成島町262-1

0276-72-3140

泌尿器科

中村 敏之

公立館林厚生病院

374-8533 館林市成島町262-1

0276-72-3140

泌尿器科

松本 正弘

公立館林厚生病院

374-8533 館林市成島町262-1

0276-72-3140

脳神経外科

橋本 直樹

公立館林厚生病院

374-8533 館林市成島町262-1

0276-72-3140

外科

宮城 修

公立館林厚生病院

374-8533 館林市成島町262-1

0276-72-3140

脳神経外科

岩﨑 茂

公立館林厚生病院

374-8533 館林市成島町262-1

0276-72-3140

外科

堤 裕史

公立館林厚生病院

374-8533 館林市成島町262-1

0276-72-3140

外科

染宮 歩

公立館林厚生病院

374-8533 館林市成島町262-1

0276-72-3140

小児科

野内 達人

公立館林厚生病院

374-8533 館林市成島町262-1

0276-72-3140

呼吸器外科

岡崎 浩

公立館林厚生病院

374-8533 館林市成島町262-1

0276-72-3140

泌尿器科

齋藤 章宏

公立館林厚生病院

374-8533 館林市成島町262-1

0276-72-3140

内科

桑原 敬史

公立館林厚生病院

374-8533 館林市成島町262-1

0276-72-3140

整形外科

田子 修

公立館林厚生病院

374-8533 館林市成島町262-1

0276－72－3140 皮膚科

沼賀 有紀

公立館林厚生病院

374-8533 館林市成島町262-1

0276-72-3140

外科

須藤 亮

公立館林厚生病院

374-8533 館林市成島町262-1

0276-72-3140

麻酔科

関 慎二郎

公立館林厚生病院

374-8533 館林市成島町262-1

0276-72-3140

麻酔科

新井 弥生

公立館林厚生病院

374-8533 館林市成島町262-1

0276-72-3140

内視鏡内科

新木 義弘

公立館林厚生病院

374-8533 館林市成島町262-1

0276-72-3140

内科、循環器内科

清水 岳久

公立館林厚生病院

374-8533 館林市成島町262-1

0276-72-3140

内科、循環器内科

奈良 優子

公立館林厚生病院

374-8533 館林市成島町262-1

0276－72－3140 内科

檀原 哲也

公立館林厚生病院

374-8533 館林市成島町262-1

0276－72－3140 外科

小林 一彦

公立館林厚生病院

374-8533 館林市成島町262-1

0276－72－3140 内科、血液・腫瘍内科

猪島 一朗

公立館林厚生病院

374-8533 館林市成島町262-1

0276-72-3140

内科、呼吸器内科

神宮 浩之

公立館林厚生病院

374-8533 館林市成島町262-1

0276-72-3140

内科、呼吸器内科

有賀 諭生

公立館林厚生病院

374-8533 館林市成島町262-1

0276-72-3140

内科、消化器内科

川島 隆弘

公立館林厚生病院

374-8533 館林市成島町262-1

0276-72-3140

脳神経外科

金子 敦

公立館林厚生病院

374-8533 館林市成島町262-1

0276-72-3140

内科、循環器科
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田中 英夫

公立館林厚生病院

374-8533 館林市成島町262-1

0276-72-3140

内科

遠藤 路子

公立館林厚生病院

374-8533 館林市成島町262-1

0276-72-3140

内科、循環器科

高橋 聡

公立館林厚生病院

374-8533 館林市成島町262-1

0276－72－3140 内科

五賀 貴男

ごが内科楡クリニック

374-0052 館林市栄町10-31 栄町住宅1F

0276-73-7587

内科・腎臓内科(透析)

小曽根 恭

小曽根整形外科

374-0056 館林市松沼町29-27

0276-72-7707

整形外科

佐久間 敦

さくま内科胃腸科クリニック

374-0005 館林市花山町2576-4

0276-55-2500

菅沼 孝夫

菅沼医院

374-0023 館林市大手町11-34

0276-72-9090

高橋 常浩

高橋クリニック

374-0024 館林市本町2-10-7

0276-75-7772

内科

濱田 哲也

はまだクリニック

374-0053 館林市赤土町119-2

0276-80-1100

内科、消化器内科、肝臓内科

吉田 京介

吉田内科クリニック

374-0004 館林市楠町1182-1

0276-70-7117

内科

秋山 昌洋

医療法人ハートクリニック

374-0027 館林市富士見町4-23

0276-71-8810

内科、循環器内科

中川 智之

慶友整形外科病院

374-0013 館林市赤生田町2267番地1

0276-49-9000

整形外科

鵜飼 康二

慶友整形外科病院

374-0013 館林市赤生田町2267番地1

0276-49-9000

整形外科

古賀 龍二

慶友整形外科病院

374-0013 館林市赤生田町2267番地1

0276-49-9000

整形外科

渡邉 泰伸

慶友整形外科病院

374-0013 館林市赤生田町2267番地1

0276-49-9000

整形外科

三村 聡男

慶友整形外科病院

374-0013 館林市赤生田町2267番地1

0276-49-9000

リハビリテーション科

片岡 嗣和

慶友整形外科病院

374-0013 館林市赤生田町2267番地1

0276-49-9000

整形外科

河野 仁

慶友整形外科病院

374-0013 館林市赤生田町2267番地1

0276-49-9000

整形外科

伊藤 恵子

慶友整形外科病院

374-0013 館林市赤生田町2267番地1

0276-49-9000

整形外科

髙𣘺 敏

赤城開成クリニック

379-1126 渋川市赤城町三原田826-10

0279-20-6500

足立 智

あだち整形外科

377-0027 渋川市金井字田中770-1

0279-30-1170

神保 進

有馬クリニック

377-0005 渋川市有馬１１９１－３

0279-24-8818

井口 千春

井口医院

377-0027 渋川市金井1284-6

0279-25-1100

加藤 肇

医療法人 清陽会 加藤整形外科医院

377-0006 渋川市行幸田35-7

0279-20-1067

整形外科

橋田 哲

医療法人菊栄会 渋川中央病院

377-0007 渋川市石原508-1

0279-25-1711

内科、糖尿病内科

佐藤 弘晃

医療法人菊栄会 渋川中央病院

377-0007 渋川市石原508-1

0279-25-1711

内科、糖尿病内科

飯塚 あずさ

医療法人菊栄会 渋川中央病院

377-0007 渋川市石原508-1

0279-25-1711

内科、腎臓内科、リウマチ科

田村 茂生

医療法人菊栄会 渋川中央病院

377-0007 渋川市石原508-1

0279-25-1711

内科、リウマチ科

菊地 政貴

医療法人菊栄会 渋川中央病院

377-0007 渋川市石原508-1

0279-25-1711

内科、消化器科、リハビリテー
ション科

北原 徳之

医療法人菊栄会 渋川中央病院

377-0007 渋川市石原508-1

0279-25-1711

内科、腎臓内科、リウマチ科

松本 操

医療法人菊栄会 渋川中央病院

377-0007 渋川市石原508-1

0279-25-1711

内科

菊地 威史

医療法人菊栄会 渋川中央病院

377-0007 渋川市石原508-1

0279-25-1711

内科、小児科、産婦人科

市川 明子

医療法人北関東循環器病院

377-0061 渋川市北橘町下箱田740

027-232-7111

内科、腎臓内科

中島 邦喜

医療法人北関東循環器病院

377-0061 渋川市北橘町下箱田740

027-232-7111

心臓血管外科

関口 浩五郎

医療法人恒和会 関口病院

377-0008 渋川市渋川1693-12

0279-22-2378

整形外科

髙野 公現

医療法人恒和会 関口病院

377-0008 渋川市渋川1693-12

0279-22-2378

神山 憲王

医療法人社団 神山内科医院

377-0008 渋川市渋川892番地23

0279-22-2181

福地 英彰

医療法人社団橘会 上之原病院

377-0055 渋川市北橘町上南室167-5

0279-52-2221

守田 敏洋

医療法人社団ほたか会 こすもすクリニック

377-0004 渋川市半田1048

0279-25-1384

内科

内科、消化器科、外科、肛門
外科
内科、小児科、アレルギー科、
呼吸器内科

内科、糖尿病内科、循環器内
科、呼吸器内科、消化器内科
整形外科・リハビリテーション
科・リウマチ科
外科・内科・泌尿器科・性病
科・小児科
内科、放射線科、小児科、皮
膚科、泌尿器内科、性病科

整形外科、リハビリテーション
科
内科、循環器内科、呼吸器内
科、糖尿病内科
精神科

中野 正幸

医療法人社団皆成会 中野医院

377-0008 渋川市渋川893番地33

0279-22-1219

内科、循環器内科、心療内科、小児
科、リハビリテーション科

奈良 真美

医療法人純雅会 奈良内科医院

377-0008 渋川市渋川2078-21

0279-25-1155

内科、消化器科

石北 敏一

医療法人明寿会 石北医院

377-0008 渋川市渋川1592番地

0279-22-1378

内科、消化器内科、外科

磯野 博明

医療法人翔博会 いその眼科

377-0008 渋川市渋川2077-26

0279-60-6677

眼科
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大谷 紀夫

大谷内科クリニック

377-0002 渋川市中村180

0279-20-1881

内科、消化器内科

川島 崇

川島内科クリニック

377-0008 渋川市渋川1770

0279-23-2001

内科、小児科

久保田 裕

北関東循環器病院

377-0061 渋川市北橘町下箱田740

027-232-7111

泌尿器科

熊倉 久夫

北関東循環器病院

377-0061 渋川市北橘町下箱田740

027-232-7111

内科、循環器科

船田 竜一

北関東循環器病院

377-0061 渋川市北橘町下箱田740

027-232-7111

循環器科

岩崎 俊弥

北関東循環器病院

377-0061 渋川市北橘町下箱田740

027-232-7111

循環器科

八木 宏明

北関東循環器病院

377-0061 渋川市北橘町下箱田740

027-232-7111

循環器科

大澤 翔

桐生厚生総合病院

376-0024 桐生市織姫町6-3

0277-44-7171

内科

山﨑 優

群馬県立小児医療センター

377-8577 渋川市北橘町下箱田779番地

0279-52-3551

小児科

丸山 健一

群馬県立小児医療センター

377-8577 渋川市北橘町下箱田779番地

0279-52-3551

小児科

外松 学

群馬県立小児医療センター

377-8577 渋川市北橘町下箱田779番地

0279-52-3551

小児科

小林 富男

群馬県立小児医療センター

377-8577 渋川市北橘町下箱田779番地

0279-52-3551

小児科

椎原 隆

群馬県立小児医療センター

377-8577 渋川市北橘町下箱田779番地

0279-52-3551

小児科

山田 佳之

群馬県立小児医療センター

377-8577 渋川市北橘町下箱田779番地

0279-52-3551

小児科

渡辺 美緒

群馬県立小児医療センター

377-8577 渋川市北橘町下箱田779番地

0279-52-3551

小児科

朴 明子

群馬県立小児医療センター

377-8577 渋川市北橘町下箱田779番地

0279-52-3551

小児科

大木 健太郎

群馬県立小児医療センター

377-8577 渋川市北橘町下箱田779番地

0279-52-3551

小児科

池田 健太郎

群馬県立小児医療センター

377-8577 渋川市北橘町下箱田779番地

0279-52-3551

小児科

田中 健佑

群馬県立小児医療センター

377-8577 渋川市北橘町下箱田779番地

0279-52-3551

小児科

浜島 昭人

群馬県立小児医療センター

377-8577 渋川市北橘町下箱田779番地

0279-52-3551

形成外科

富沢 仙一

群馬県立小児医療センター

377-8577 渋川市北橘町下箱田779番地

0279-52-3551

整形外科

西 明

群馬県立小児医療センター

377-8577 渋川市北橘町下箱田779番地

0279-52-3551

小児外科

丸山 憲一

群馬県立小児医療センター

377-8577 渋川市北橘町下箱田779番地

0279-52-3551

小児科

小泉 亜矢

群馬県立小児医療センター

377-8577 渋川市北橘町下箱田779番地

0279-52-3551

小児科

福田 一代

群馬県立小児医療センター

377-8577 渋川市北橘町下箱田779番地

0279-52-3551

新生児科

市之宮 健二

群馬県立小児医療センター

377-8577 渋川市北橘町下箱田779番地

0279-52-3551

小児科

清水 信三

群馬県立小児医療センター

377-8577 渋川市北橘町下箱田779番地

0279-52-3551

小児科

浅見 雄司

群馬県立小児医療センター

377-8577 渋川市北橘町下箱田779番地

0279－52－3551 小児科

道和 百合

群馬県立小児医療センター

377-8577 渋川市北橘町下箱田779番地

0279－52－3551 小児科

鎌 裕一

群馬県立小児医療センター

377-8577 渋川市北橘町下箱田779番地

0279-52-3551

腎臓内科

髙澤 慎也

群馬県立小児医療センター

377-8577 渋川市北橘町下箱田779番地

0279-52-3551

小児外科

山口 有

群馬県立小児医療センター

377-8577 渋川市北橘町下箱田779番地

0279-52-3551

遺伝科

鏑木 浩太

群馬県立小児医療センター

377-8577 渋川市北橘町下箱田779番地

0279-52-3551

新生児科

鏑木 多映子

群馬県立小児医療センター

377-8577 渋川市北橘町下箱田779番地

0279-52-3551

血液腫瘍科

大和 玄季

群馬県立小児医療センター

377-8577 渋川市北橘町下箱田779番地

0279-52-3551

血液腫瘍科

清水 彰彦

群馬県立小児医療センター

377-8577 渋川市北橘町下箱田779番地

0279-52-3551

清水 真理子

群馬県立小児医療センター

377-8577 渋川市北橘町下箱田779番地

0279-52-3551

清水 有紀

群馬県立小児医療センター

377-8577 渋川市北橘町下箱田779番地

0279-52-3551

神経内科

野村 滋

群馬県立小児医療センター

377-8577 渋川市北橘町下箱田779

0279-52-3551

アレルギー感染免疫・呼吸器
科

新井 修平

群馬県立小児医療センター

377-8577 渋川市北橘町下箱田779番地

0279-52-3551

循環器内科

中島 公子

群馬県立小児医療センター

377-8577 渋川市北橘町下箱田779

0279-52-3551

循環器内科

下山 伸哉

群馬県立小児医療センター

377-8577 渋川市北橘町下箱田779番地

0279-52-3551

循環器内科

平形 恭子

母心堂 平形眼科

377-0007 渋川市石原966

0279-22-0073

眼科、小児眼科
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アレルギー感染免疫・呼吸器
科
アレルギー感染免疫・呼吸器
科

氏名

医療機関名称

郵便番号

所在地

電話番号

診療科目

平形 寿孝

母心堂 平形眼科

377-0007 渋川市石原966

0279-22-0073

眼科、小児眼科

斎藤 修一

斎藤内科外科クリニック

377-0027 渋川市金井932-4

0279-22-1678

内科、消化器内科、呼吸器内
科、循環器内科

中山 晃枝

高野外科胃腸科医院

377-0008 渋川市渋川1934-21

0279-24-2454

内科、外科

塚越 秀男

塚越クリニック

377-0008 渋川市渋川3902-5

0279-60-7700

内科、呼吸器内科、アレル
ギー科

塚越 香

塚越クリニック

377-0008 渋川市渋川3902-5

0279-60-7700

皮膚科

平戸 政史

独立行政法人国立病院機構渋川医療センター

377－0280 渋川市白井383番地

0279－23－1010 脳神経外科

田村 芳美

独立行政法人国立病院機構渋川医療センター

377-0280 渋川市白井383番地

0279-23-1010

泌尿器科

八巻 英

独立行政法人国立病院機構渋川医療センター

377-0280 渋川市白井383

0279-23-1010

呼吸器外科

井上 文孝

独立行政法人国立病院機構渋川医療センター

377-0280 渋川市白井383番地

0279-23-1010

小児科

間島 竹彦

独立行政法人国立病院機構渋川医療センター

377-0280 渋川市白井383番地

0279-23-1010

精神科

小林 剛

独立行政法人国立病院機構渋川医療センター

377-0280 渋川市白井383番地

0279-23-1010

内科

吉井 明弘

独立行政法人国立病院機構渋川医療センター

377-0280 渋川市白井383番地

0279-23-1010

呼吸器内科

小林 光伸

独立行政法人国立病院機構渋川医療センター

377-0280 渋川市白井383番地

0279-23-1010

消化器外科

松本 守生

独立行政法人国立病院機構渋川医療センター

377-0280 渋川市白井383番地

0279-23-1010

血液内科

松浦 正名

独立行政法人国立病院機構渋川医療センター

377-0280 渋川市白井383番地

0279-23-1010

放射線科

川島 修

独立行政法人国立病院機構渋川医療センター

377-0280 渋川市白井383番地

0279-23-1010

呼吸器外科

澤村 守夫

独立行政法人国立病院機構渋川医療センター

377-0280 渋川市白井383番地

0279-23-1010

血液内科

蒔田 富士雄

独立行政法人国立病院機構渋川医療センター

377-0280 渋川市白井383番地

0279-23-1010

消化器外科

斎藤 龍生

独立行政法人国立病院機構渋川医療センター

377-0280 渋川市白井383番地

0279-23-1010

呼吸器内科

加家壁 正知

独立行政法人国立病院機構渋川医療センター

377-0280 渋川市白井383番地

0279-23-1010

整形外科

斉藤 明生

独立行政法人国立病院機構渋川医療センター

377－0280 渋川市白井383番地

0279-23-1010

血液内科

三原 正大

独立行政法人国立病院機構渋川医療センター

377－0280 渋川市白井383番地

0279－23－1010 血液内科

喜多川 孝欽

独立行政法人国立病院機構渋川医療センター

377－0280 渋川市白井383番地

0279-23-1010

整形外科

山岸 敏治

独立行政法人国立病院機構渋川医療センター

377-0280 渋川市白井383番地

0279-23-1010

循環器内科

古谷 健介

独立行政法人国立病院機構渋川医療センター

377-0280 渋川市白井383番地

0279-23-1010

消化器内科

棚橋 美文

独立行政法人国立病院機構渋川医療センター

377-0280 渋川市白井383番地

0279-23-1010

消化器外科

横江 隆夫

独立行政法人国立病院機構渋川医療センター

377-0280 渋川市白井383番地

0279-23-1010

乳腺・内分泌外科

内橋 慶隆

独立行政法人国立病院機構渋川医療センター

377-0280 渋川市白井383番地

0279-23-1010

麻酔科

合田 司

独立行政法人国立病院機構渋川医療センター

377-0280 渋川市白井383番地

0279-23-1010

脳神経外科

中村 勇司

独立行政法人国立病院機構渋川医療センター

377-0280 渋川市白井383番地

0279-23-1010

放射線治療科

青山 久美

独立行政法人国立病院機構渋川医療センター

377－0280 渋川市白井383番地

0279－23－1010 皮膚科

髙橋 章夫

独立行政法人国立病院機構渋川医療センター

377-0280 渋川市白井383番地

0279-23-1010

鈴木 司

独立行政法人国立病院機構渋川医療センター

377－0204 渋川市白井383番地

0279－23－1010 病理診断科

吉成 大介

独立行政法人国立病院機構渋川医療センター

377－0204 渋川市白井383番地

0279－23－1010 消化器外科

小山 佳成

独立行政法人国立病院機構渋川医療センター

377－0204 渋川市白井383番地

0279－23－1010 放射線診断科

横田 徹

独立行政法人国立病院機構渋川医療センター

377－0204 渋川市白井383番地

0279－23－1010 乳腺、内分泌外科

佐藤 亜矢子

独立行政法人国立病院機構渋川医療センター

377－0280 渋川市白井383番地

0279－23－1010 乳腺・内分泌外科

永島 宗晃

独立行政法人国立病院機構渋川医療センター

377－0280 渋川市白井383番地

0279－23－1010 呼吸器外科

髙橋 研吾

独立行政法人国立病院機構渋川医療センター

377－0280 渋川市白井383番地

0279－23－1010 消化器外科

倉林 剛巳

独立行政法人国立病院機構渋川医療センター

377－0280 渋川市白井383番地

0279－23－1010 放射線診断科

桑子 慧子

独立行政法人国立病院機構渋川医療センター

377－0280 渋川市白井383番地

0279－23－1010 放射線治療科

関本 研一

独立行政法人国立病院機構渋川医療センター

377-0280 渋川市白井383番地

0279-23-1010

麻酔科

入内島 裕乃

独立行政法人国立病院機構渋川医療センター

377-0280 渋川市白井383番地

0279-23-1010

血液内科
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脳神経外科

氏名

医療機関名称

郵便番号

所在地

電話番号

診療科目

中野 祥子

独立行政法人国立病院機構渋川医療センター

377-0280 渋川市白井383番地

0279-23-1010

放射線診断科

大崎 隆

独立行政法人国立病院機構渋川医療センター

377－0280 渋川市白井383番地

0279-23-1010

呼吸器内科

佐藤 洋子

独立行政法人国立病院機構渋川医療センター

377-0280 渋川市白井383番地

0279-23-1010

消化器内科

渡邉 覚

独立行政法人国立病院機構渋川医療センター

377-0280 渋川市白井383番地

0279-23-1010

呼吸器内科

木村 有宏

独立行政法人国立病院機構渋川医療センター

377－0280 渋川市白井383番地

0279-23-1010

消化器内科

宮 真祐子

独立行政法人国立病院機構渋川医療センター

377－0280 渋川市白井383番地

0279－23－1010 眼科

落合 麻衣

独立行政法人国立病院機構渋川医療センター

377－0280 渋川市白井383番地

0279－23－1010 呼吸器内科

野口 傑

野口眼科医院

377-0005 渋川市有馬618-9

0279-20-1188

眼科

菅野 圭一

北毛保健生活協同組合 北毛診療所

377ｰ0008 渋川市渋川908番地22

0279-24-2818

内科

鈴木 繁

北毛保健生活協同組合 北毛病院

377-0005 渋川市有馬237-1

0279-24-1234

精神神経科

根本 雅明

北毛保健生活協同組合 北毛病院

377-0005 渋川市有馬237-1

0279-24-1234

外科

大島 康介

北毛保健生活協同組合 北毛病院

377-0005 渋川市有馬237-1

0279-24-1234

外科

助川 晋作

北毛保健生活協同組合 北毛病院

377-0005 渋川市有馬237-1

0279-24-1234

外科

梅山 茂

北毛保健生活協同組合 北毛病院

377-0005 渋川市有馬237-1

0279-24-1234

内科

橋本 真也

北毛保健生活協同組合 北毛病院

377-0005 渋川市有馬237-1

0279-24-1234

内科

吉野 和博

北毛保健生活協同組合 北毛病院

377-0005 渋川市有馬237-1

0279-24-1234

内科

小暮 公孝

北毛保健生活協同組合 北毛病院

377-0005 渋川市有馬237-1

0279-24-1234

内科

宇敷 萌

北毛保健生活協同組合 北毛病院

377-0005 渋川市有馬237-1

0279-24-1234

内科

新里 祐太朗

北毛保健生活協同組合 北毛病院

377-0005 渋川市有馬237-1

0279-24-1234

内科

生方 正

北毛保健生活協同組合 北毛病院

377-0005 渋川市有馬237-1

0279-24-1234

内科

福江 靖

北毛保健生活協同組合 北毛病院

377-0005 渋川市有馬237-1

0279-24-1234

内科、小児科

本澤 龍生

本沢医院

377-0007 渋川市石原208-1

0279-23-6411

内科、小児科、アレルギー科、
リウマチ科

吉田 敏彦

みゆきだ内科医院

377-0006 渋川市行幸田342-9

0279-60-6070

神経内科、内科

湯浅 圭一朗

湯浅内科クリニック

377-0008 渋川市渋川1824-21

0279-20-1311

内科、消化器科、アレルギー
科、小児科

森田 孝次

群馬県立小児医療センター

377-8577 渋川市北橘町下箱田779番地

0279-52-3551

神経内科

河崎 裕英

群馬県立小児医療センター

377-8577 渋川市北橘町下箱田779番地

0279-52-3551

血液腫瘍科

高橋 亜由美

独立行政法人国立病院機構 渋川医療センター 377-0280 渋川市白井383

0279-23-1010

皮膚科

岡本 彩子

独立行政法人国立病院機構渋川医療センター

377-0280 渋川市白井383

0279-23-1010

耳鼻咽喉科

松尾 弥枝

北関東循環器病院

377-0061 渋川市北橘町下箱田740

027-232-7111

循環器科

小野里 良一

独立行政法人国立病院機構渋川医療センター

377－0280 渋川市白井383番地

0279－23－1010 呼吸器外科

高木 智恵子

あいおいクリニック

375-0024 藤岡市藤岡2113-1

0274-24-8811

秋山 典夫

秋山医院

375-0021 藤岡市小林748-8

0274-22-8315

飯田 浩

飯田整形外科医院

375-0017 藤岡市篠塚562

0274-22-5770

整形外科、リウマチ科

石渕 裕久

石渕皮膚科クリニック

375-0024 藤岡市藤岡879-19

0274-50-4012

皮膚科

伊藤 賢司

いとう眼科

375-0053 藤岡市中大塚258-4

0274-23-3700

眼科

相原 康

医療法人育生会 篠塚病院

375-0017 藤岡市篠塚105-1

0274-23-9261

内科

松崎 三千代

医療法人育生会 篠塚病院

375-0017 藤岡市篠塚105-1

0274-23-9261

内科

池田 祥恵

医療法人育生会 篠塚病院

375-0017 藤岡市篠塚105-1

0274-23-9261

神経内科

田中 真

医療法人育生会 篠塚病院

375-0017 藤岡市篠塚105-1

0274-23-9261

神経内科

相原 優子

医療法人育生会 篠塚病院

375-0017 藤岡市篠塚105-1

0274-23-9261

神経内科

相原 芳昭

医療法人育生会 篠塚病院

375-0017 藤岡市篠塚105-1

0274-23-9261

精神科

金子 由夏

医療法人育生会 篠塚病院

375-0017 藤岡市篠塚105-1

0274-23-9261

神経内科
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内科、腎臓内科、腎臓透析内
科、呼吸器内科
内科、消化器科、外科、肛門
科

氏名

医療機関名称

郵便番号

所在地

電話番号

診療科目

弘中 貢

医療法人木村内科医院

375-0024 藤岡市藤岡736-28

0274-22-0333

内科

江崎 幸雄

医療法人社団 三思会 くすの木病院

375-0024 藤岡市藤岡607-22

0274-24-3111

整形外科

木澤 和子

医療法人社団 三思会 くすの木病院

375-0024 藤岡市藤岡607-22

0274-24-3111

内科

横山 洋三

医療法人社団 三思会 くすの木病院

375-0024 藤岡市藤岡607-22

0274-24-3111

消化器内科

髙草木 智史

医療法人社団三思会 くすの木病院

375-0024 藤岡市藤岡607-22

0274-24-3111

消化器内科

高木 均

医療法人社団三思会 くすの木病院

375-0024 藤岡市藤岡607－22

0274-24-3111

内科

深澤 利恵

医療法人社団三思会 くすの木病院

375-0024 藤岡市藤岡607－22

0274-24-3111

内科

笠原 進

医療法人社団三思会 くすの木病院

375-0024 藤岡市藤岡607－22

0274-24-3111

整形外科

義江 健

医療法人社団三思会 くすの木病院

375-0024 藤岡市藤岡607－22

0274-24-3111

整形外科

飯野 佑一

医療法人社団三思会 くすの木病院

375-0024 藤岡市藤岡607－22

0274-24-3111

外科

伏島 雄輔

医療法人社団三思会 くすの木病院

375-0024 藤岡市藤岡607－22

0274-24-3111

外科

小曽根 隆

医療法人社団三思会 くすの木病院

375-0024 藤岡市藤岡607－22

0274-24-3111

内科

丸橋 恭子

医療法人社団三思会 くすの木病院

375-0024 藤岡市藤岡607－22

0274-24-3111

内科

海老原 吾郎

医療法人社団三思会 くすの木病院

375-0024 藤岡市藤岡607-22

0274-24-3111

整形外科

澁澤 良

医療法人社団三思会 くすの木病院

375-0024 藤岡市藤岡６０７－２２

0274-24-3111

内科

野口 俊治

医療法人社団三思会 くすの木病院

375-0024 藤岡市藤岡607－22

0274-24-3111

内科

山内 京子

医療法人熟田津会 やまうち内科

375-0024 藤岡市藤岡424-7

0274-24-5792

内科

山内 雄介

医療法人熟田津会 やまうち内科

375-0024 藤岡市藤岡424-7

0274-24-5792

内科

中島 靖行

医療法人照全会 中島整形外科クリニック

375-0024 藤岡市藤岡1760-4

0274-24-1777

薬師寺 誠一郎 医療法人誠真会 薬師寺整形外科クリニック

375-0014 藤岡市下栗須9番地2

0274-20-1555

杉山 博之

医療法人伽賛会 すぎやまメディカルクリニック

375-0052 藤岡市下大塚180-11

0274-20-1666

外科、消化器科

栗原 透

栗原胃腸科外科医院

375-0032 藤岡市神田144-1

0274-40-2299

胃腸科、外科、内科

渡部 登志雄

公立藤岡総合病院

375-8503 藤岡市中栗須813－1

0274-22-3311

小児科

田村 勝

公立藤岡総合病院

375-8503 藤岡市中栗須813-1

0274－22－3311 脳神経外科

飯島 徹

公立藤岡総合病院

375-8503 藤岡市中栗須813-1

0274－22－3311 循環器内科

清水 透

公立藤岡総合病院

375-8503 藤岡市中栗須813-1

0274－22－3311 リハビリテーション科

嶋岡 正利

公立藤岡総合病院

375-8503 藤岡市中栗須813-1

0274－22－3311 皮膚科

河合 弘進

公立藤岡総合病院

375-8503 藤岡市中栗須813-1

0274－22－3311 総合診療科

秋谷 寿一

公立藤岡総合病院

375-8503 藤岡市中栗須813－1

0274－22－3311 消化器内科

坂本 亮一郎

公立藤岡総合病院

375-8503 藤岡市中栗須813－1

0274－22－3311 泌尿器科

武井 智幸

公立藤岡総合病院

375-8503 藤岡市中栗須813－1

0274－22－3311 泌尿器科

萩原 竜次

公立藤岡総合病院

375-8503 藤岡市中栗須813－1

0274－22－3311 麻酔科

田口 さゆり

公立藤岡総合病院

375-8503 藤岡市中栗須813－1

0274－22－3311 麻酔科

牛込 嘉美

公立藤岡総合病院

375-8503 藤岡市中栗須813－1

0274－22－3311 麻酔科

荒井 賢一

公立藤岡総合病院

375-8503 藤岡市中栗須813－1

0274－22－3311 麻酔科

遠藤 究

公立藤岡総合病院

375-8503 藤岡市中栗須813－1

0274－22－3311 産婦人科

若林 和樹

公立藤岡総合病院

375-8503 藤岡市中栗須813－1

0274－22－3311 脳神経外科

甲賀 英明

公立藤岡総合病院

375-8503 藤岡市中栗須813－1

0274－22－3311 脳神経外科

中島 大輔

公立藤岡総合病院

375-8503 藤岡市中栗須813－1

0274－22－3311 整形外科

松本 明香

公立藤岡総合病院

375-8503 藤岡市中栗須813－1

0274－22－3311 外科

設楽 芳範

公立藤岡総合病院

375-8503 藤岡市中栗須813－1

0274－22－3311 外科

石崎 政利

公立藤岡総合病院

375-8503 藤岡市中栗須813－1

0274－22－3311 外科

相馬 洋紀

公立藤岡総合病院

375-8503 藤岡市中栗須813－1

0274－22－3311 小児科
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整形外科、リハビリテーション
科、リウマチ科
整形外科、リウマチ科、リハビ
リテーション科

氏名

医療機関名称

郵便番号

所在地

電話番号

診療科目

小野 洋平

公立藤岡総合病院

375-8503 藤岡市中栗須813－1

0274－22－3311 循環器内科

髙松 寛人

公立藤岡総合病院

375-8503 藤岡市中栗須813-1

0274-22-3311

植田 哲也

公立藤岡総合病院

375-8503 藤岡市中栗須813－1

0274－22－3311 循環器内科

間渕 由紀夫

公立藤岡総合病院

375-8503 藤岡市中栗須813－1

0274－22－3311 循環器内科

外山 耕太郎

公立藤岡総合病院

375-8503 藤岡市中栗須813－1

0274－22－3311 血液内科

太田 史絵

公立藤岡総合病院

375-8503 藤岡市中栗須813－1

0274－22－3311 腎臓内科

塚田 義人

公立藤岡総合病院

375-8503 藤岡市中栗須813－1

0274－22－3311 腎臓内科

井上 雅浩

公立藤岡総合病院

375-8503 藤岡市中栗須813－1

0274－22－3311 循環器内科

金井 真樹

公立藤岡総合病院

375-8503 藤岡市中栗須813－1

0274－22－3311 麻酔科

土田 ひとみ

公立藤岡総合病院

375-8503 藤岡市中栗須813-1

0274-22-3311

整形外科

小山 晴美

公立藤岡総合病院

375-0024 藤岡市中栗須813－1

0274-22-3311

小児科

茂木 充

公立藤岡総合病院

375-8503 藤岡市中栗須813-1

0274-22-3311

呼吸器内科

鈴木 忠

新生会診療所

370-3347 高崎市中室田町2252

027-374-5825

内科

内田 達也

公立藤岡総合病院

375-8503 藤岡市中栗須813-1

0274-22-3311

泌尿器科

延命 みゆき

公立藤岡総合病院

375-8503 藤岡市中栗須813-1

0274-22-3311

産婦人科

月田 真祐子

公立藤岡総合病院

375-8503 藤岡市中栗須813-1

0274-22-3311

腎臓内科

池田 香菜

公立藤岡総合病院

375-8503 藤岡市中栗須813-1

0274-22-3311

呼吸器内科

山口 泰子

公立藤岡総合病院

375-8503 藤岡市中栗須813-1

0274-22-3311

消化器内科

中里 健二

公立藤岡総合病院

375-8503 藤岡市中栗須813-1

0274-22-3311

外科

茂木 伸介

公立藤岡総合病院

375-8503 藤岡市中栗須813-1

0274-22-3311

透析科

山岸 美保

公立藤岡総合病院

375-8503 藤岡市中栗須813-1

0274-22-3311

内科

中村 卓郎

公立藤岡総合病院

375-8503 藤岡市中栗須813-1

0274-22-3311

外科

竹村 仁男

公立藤岡総合病院

375-8503 藤岡市中栗須813-1

0274-22-3311

呼吸器内科

坂根 英夫

公立藤岡総合病院

375-8503 藤岡市中栗須813-1

0274-22-3311

整形外科

髙橋 遼

公立藤岡総合病院

375-8503 藤岡市中栗須813-1

0274-22-3311

外科

片貝 栄樹

公立藤岡総合病院

375-8503 藤岡市中栗須813-1

0274-22-3311

産婦人科

山中 崇弘

公立藤岡総合病院

375-8503 藤岡市中栗須813-1

0274-22-3311

外科

大沢 朝翔

公立藤岡総合病院

375-8503 藤岡市中栗須813-1

0274-22-3311

整形外科

牧岡 西紀

公立藤岡総合病院

375-8503 藤岡市中栗須813-1

0274-22-3311

小児科

半田 広海

公立藤岡総合病院

375-8503 藤岡市中栗須813-1

0274-22-3311

腎臓内科

武井 寿史

公立藤岡総合病院

375-8503 藤岡市中栗須813-1

0274-22-3311

血液内科

工藤 千佳

公立藤岡総合病院

375-8503 藤岡市中栗須813-1

0274-22-3311

整形外科

黒崎 みのり

公立藤岡総合病院

375-8503 藤岡市中栗須813-1

0274－22－3311 リハビリテーション科

込山 和毅

公立藤岡総合病院

375-8503 藤岡市中栗須813-1

0274－22－3311 脳神経外科

中原 理恵子

公立藤岡総合病院

375-8503 藤岡市中栗須813－1

0274-22-3311

朱 啓子

公立藤岡総合病院

375-8503 藤岡市中栗須813-1

0274－22－3311 内科（糖尿病）

加藤 寿英

公立藤岡総合病院

375-8503 藤岡市中栗須813－1

0274-22-3311

消化器外科

神保 貴宏

公立藤岡総合病院

375-0015 藤岡市中栗須813-1

0274-22-3311

総合診療科

原 圭吾

公立藤岡総合病院

375-8503 藤岡市中栗須813-1

0274-22-3311

外科

片山 千佳

公立藤岡総合病院

375-8503 藤岡市中栗須813-1

0274-22-3311

外科

津久井 智

公立藤岡総合病院

375-8503 藤岡市中栗須813-1

0274-22-3311

糖尿病内科

藤巻 敏久

篠塚病院

375-0017 藤岡市篠塚105-1

0274-23-9261

内科

東雲 正剛

しののめクリニック

375-8503 藤岡市中栗須485－5

0274－22－8851 内科
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循環器内科

糖尿病内科

氏名

医療機関名称

郵便番号

所在地

電話番号

診療科目

島田 明仁

島田クリニック

375-0053 藤岡市中大塚172-7

0274-23-0005

内科

今村 誠

しろやしき内科

375-0024 藤岡市藤岡1763-3

0274-50-8320

内分泌内科

田原 尚

田原内科クリニック

375-0024 藤岡市藤岡694-1

0274-23-2552

内科、麻酔科

中田 薫

中田医院

375-0024 藤岡市藤岡１１４４－３

0274-22-0385

内科・小児科・消化器内科

原 永庫

原内科クリニック

375-0012 藤岡市下戸塚33-1

0274-40-2255

内科

大嶋 寛

光病院

375-0023 藤岡市本郷1045

0274-24-1234

内科、小児科、産婦人科

濱田 邦弘

光病院

375-0023 藤岡市本郷1045

0274-24-1234

外科

川手 進

光病院

375-0023 藤岡市本郷1045

0274-24-1234

外科

深沢 和浩

深沢内科医院

375-0013 藤岡市上戸塚142-1

0274-22-6555

内科

山﨑 伸一

藤岡眼科

375-0024 藤岡市藤岡516-6

0274-24-8400

眼科

堤 荘一

藤岡市国民健康保険 鬼石病院

370-1401 藤岡市鬼石139-1

0274-52-3121

外科

工藤 通明

藤岡市国民健康保険鬼石病院

370-1401 藤岡市鬼石139－1

0274－52－3121 外科

加藤 典弘

藤岡市国民健康保険鬼石病院

370-1401 藤岡市鬼石139－1

0274－52－3121 内科

山本 裕久

藤岡市国民健康保険鬼石病院

370-1401 藤岡市鬼石139－1

0274－52－3121 内科

金井 伸行

藤岡市国民健康保険鬼石病院

370-1401 藤岡市鬼石139－1

0274－52－3121 外科

花井 將彰

松岡内科医院

375-0024 藤岡市藤岡446-5

0274-22-0014

内科

香内 信明

医療法人 香内医院

370-2343 富岡市七日市555-1

0274-62-3210

内科・循環器科・精神科

細谷 睦

医療法人 細谷医院

370-2316 富岡市富岡1048

0274－62－0388 耳鼻咽喉科

宮崎 誠

医療法人真美会 宮崎医院

370-2332 富岡市下高瀬298-7

0274-60-1919

内科・胃腸内科・小児科

和田 望

医療法人真和会 和田クリニック

370-2343 富岡市七日市450-1

0274-67-5522

皮膚科

和田 昌道

医療法人真和会 和田クリニック

370-2343 富岡市七日市450-1

0274-67-5522

内科・循環器内科

武田 千尋

医療法人大和会 西毛病院

370-2455 富岡市神農原559-1

0274-62-3156

内科

小泉 幸彦

小泉医院

370-2316 富岡市富岡891

0274-62-0039

内科、腎臓内科、消化器内科、小児科、皮フ科、泌尿器
科、アレルギー科、胃腸内科、呼吸器内科、心療内科、
循環器内科

髙橋 恭子

公立富岡総合病院

370-2393 富岡市富岡2073-1

0274-63-2111

小児科

五十嵐 茂雄

公立富岡総合病院

370-2393 富岡市富岡2073-1

0274-63-2111

産婦人科

大山 裕亮

公立富岡総合病院

370-2393 富岡市富岡2073-1

0274-63-2111

泌尿器科

庭野 和生

公立富岡総合病院

370-2393 富岡市富岡2073番地1

0274-63-2111

内科、循環器内科

石塚 隆雄

公立富岡総合病院

370-2393 富岡市富岡2073-1

0274-63-2111

内科

永井 隆

公立富岡総合病院

370-2393 富岡市富岡2073-1

0274-63-2111

内科

増渕 健

公立富岡総合病院

370-2393 富岡市富岡2073-1

0274-63-2111

内科

飯塚 邦彦

公立富岡総合病院

370-2393 富岡市富岡2073-1

0274-63-2111

内科

小須田 貴史

公立富岡総合病院

370-2393 富岡市富岡2073-1

0274-63-2111

小児科

五十嵐 清美

公立富岡総合病院

370-2393 富岡市富岡2073-1

0274-63-2111

外科

門脇 晋

公立富岡総合病院

370-2393 富岡市富岡2073-1

0274-63-2111

外科

原 和比古

公立富岡総合病院

370-2393 富岡市富岡2073-1

0274-63-2111

整形外科

小野 庫史

公立富岡総合病院

370-2393 富岡市富岡2073-1

0274-63-2111

整形外科

小林 敏彦

公立富岡総合病院

370-2393 富岡市富岡2073-1

0274-63-2111

整形外科

松原 圭介

公立富岡総合病院

370-2393 富岡市富岡2073-1

0274-63-2111

整形外科

三隅 修三

公立富岡総合病院

370-2393 富岡市富岡2073-1

0274-63-2111

脳神経外科

寺崎 真司

公立富岡総合病院

370-2393 富岡市富岡2073-1

0274-63-2111

脳神経外科

塩野 昭彦

公立富岡総合病院

370-2393 富岡市富岡2073-1

0274-63-2111

泌尿器科

町田 昌巳

公立富岡総合病院

370-2393 富岡市富岡2073-1

0274-63-2111

泌尿器科

田中 俊之

公立富岡総合病院

370-2393 富岡市富岡2073-1

0274-63-2111

泌尿器科
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小林 秀雄

公立富岡総合病院

370-2393 富岡市富岡2073-1

0274-63-2111

眼科

松井 伸一郎

公立富岡総合病院

370-2393 富岡市富岡2073-1

0274-63-2111

耳鼻咽喉科

金子 克己

公立富岡総合病院

370-2393 富岡市富岡2073-1

0274-63-2111

循環器科

齋藤 秀一

公立富岡総合病院

370-2393 富岡市富岡2073-1

0274-63-2111

消化器科

岡本 一真

公立富岡総合病院

370-2393 富岡市富岡2073-1

0274-63-2111

神経内科

宮崎 増美

公立富岡総合病院

370-2393 富岡市富岡2073-1

0274-63-2111

麻酔科

渡辺 剛一

公立富岡総合病院

370-2393 富岡市富岡2073-1

0274-63-2111

皮膚科

小板橋 実希子 公立富岡総合病院

370-2393 富岡市富岡2073-1

0274-63-2111

小児科

小林 裕樹

公立富岡総合病院

370-2393 富岡市富岡2073-1

0274-63-2111

整形外科

鈴木 隆之

公立富岡総合病院

370-2393 富岡市富岡2073-1

0274-63-2111

整形外科

杉戸 美勝

公立富岡総合病院

370-2393 富岡市富岡2073-1

0274-63-2111

循環器科

岩本 敦夫

公立富岡総合病院

370-2393 富岡市富岡2073-1

0274-63-2111

消化器科

佐藤 尚文

公立富岡総合病院

370-2393 富岡市富岡2073-1

0274-63-2111

外科

鹿沼 史子

公立富岡総合病院

370-2393 富岡市富岡2073-1

0274-63-2111

産婦人科

岩宗 政幸

公立富岡総合病院

370-2393 富岡市富岡2073-1

0274-63-2111

産婦人科

池田 憲政

公立富岡総合病院

370-2393 富岡市富岡2073-1

0274-63-2111

外科

田中 聡一

公立七日市病院

370-2343 富岡市七日市643

0274-62-5100

神経内科、内科、リハビリテー
ション科

竹原 健

公立七日市病院

370-2343 富岡市七日市643

0274-62-5100

内科

金古 美恵子

公立七日市病院

370-2343 富岡市七日市643

0274-62-5100

内科

藤田 清香

公立七日市病院

370-2343 富岡市七日市643

0274-62-5100

内科、神経内科

土屋 貴秀

公立七日市病院

370-2343 富岡市七日市643

0274-62-5100

血液内科、内科

須藤 謙一

須藤医院

370-2343 富岡市七日市1083

0274-63-1461

外科、内科

村田 繁

村田内科医院

370-2452 富岡市一ノ宮162-1

0274-62-2053

内科、神経内科、循環器科

久保田 幸夫

医療法人桐心会 久保田クリニック

370-2333 富岡市中高瀬138-1

0274-89-1160

内科、循環器内科

武市 吉人

医療法人武市眼科医院

370-2343 富岡市七日市545-1

0274-64-3123

眼科

宮本 孝文

医療法人明瞳会 明瞳眼科クリニック

370-2316 富岡市富岡1112

0274-62-0127

眼科

原田 文子

あやこまごころ診療所

379-0116 安中市磯部4-13-18

027-388-1180

内科、糖尿病内科

有坂 知之

医療法人篤志会 有坂内科医院

379-0116 安中市安中1-29-1

027-381-0485

内科

長嶋 完二

医療法人社団 ながしま小児科

379-0129 安中市下磯部1019-1

027-382-6063

小児科

上野 裕之

医療法人社団三思会 東邦病院

379-2311 みどり市笠懸町阿左美1155

0277-76-6311

放射線科

中野 元

医療法人信愛会 本多病院

379-0124 安中市鷲宮205-1

027-382-1255

内科

藤巻 純子

医療法人藤巻医院

379-0222 安中市松井田町松井田556

027-393-1324

皮膚科、小児科

藤巻 康喜

医療法人藤巻医院

379-0222 安中市松井田町松井田556

027-393-1324

内科、小児科

外處 真道

医療法人裕心会 いわい中央クリニック

379-0112 安中市岩井2465-1

027-381-2201

内科、消化器科、外科、泌尿
器科

水原 裕治

医療法人緑山会 くろさわ医院

379-0222 安中市松井田町松井田903-1

027-393-5311

内科、消化器科

井上 次郎

医療法人ポレポレ いのうえ整形外科・内科クリニック 379-0133 安中市原市628

027-380-1717

整形外科、リウマチ科、リハビ
リテーション科

井上 可奈

医療法人ポレポレ いのうえ整形外科・内科クリニック 379-0133 安中市原市628

027-380-1717

内科

神保 裕之

いわい中央クリニック

379-0112 安中市岩井2465-1

027-381-2201

内科、外科、皮膚、泌尿器科

鬼形 節子

おにかた医院

379-0106 安中市下後閑１６３５

027-385-1351

小児科・内科

高橋 哲史

公益財団法人群馬慈恵会 松井田病院

379-0221 安中市松井田町新堀1300-1

027-393-1301

内科

小板橋 佐知子 公益財団法人群馬慈恵会 松井田病院

379-0221 安中市松井田町新堀1300-1

027-393-1301

耳鼻咽喉科

三井 健揮

公立碓氷病院

379-0133 安中市原市1丁目9番10号

027-385-8221

内科

中村 正治

公立碓氷病院

379-0133 安中市原市１丁目9番10号

027-385-8221

外科
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塩野 由紀

公立碓氷病院

379-0133 安中市原市１丁目9番10号

027-385-8221

内科

河村 俊英

公立碓氷病院

379-0133 安中市原市１丁目9番10号

027-385-8221

内科

松本 久美子

公立碓氷病院

379-0133 安中市原市１丁目9番10号

027-385-8221

内科

唐澤 正光

公立碓氷病院

379-0133 安中市原市１丁目9番10号

027-385-8221

内科

野際 英司

公立碓氷病院

379-0133 安中市原市１丁目9番10号

027-385-8221

内科

新田 貴士

公立碓氷病院

379-0133 安中市原市１丁目9番10号

027-385-8221

泌尿器科

須田 考一

公立碓氷病院

379-0133 安中市原市1丁目9番10号

027-385-8221

眼科

秋葉 徹

公立碓氷病院

379-0133 安中市原市１丁目9番10号

027-385-8221

内科

吉田 泉

公立碓氷病院

379-0133 安中市原市１丁目9番10号

027－385－8221 内科

玉田 潤平

須藤病院

379-0116 安中市安中3532-5

027-382-3131

脳神経外科

森久保 聡一

須藤病院

379-0116 安中市安中3532-5

027-382-3131

眼科

小川 久美

須藤病院

379-0116 安中市安中3532-5

027-382-3131

放射線科

須藤 雄仁

須藤病院

379-0116 安中市安中3532-5

027-382-3131

外科

泉 勝

須藤病院

379-0116 安中市安中3532-5

027-382-3131

外科

今成 哲朗

須藤病院

379-0116 安中市安中3532-5

027-382-3131

循環器内科

須藤 英仁

須藤病院

379-0116 安中市安中3532-5

027-382-3131

内科、外科

柳澤 肇

須藤病院

379-0116 安中市安中3532-5

027-382-3131

外科

石田 常博

須藤病院

379-0116 安中市安中3532-5

027-382-3131

外科

黒沢 元博

須藤病院

379-0116 安中市安中3532-5

027-382-3131

アレルギー呼吸器科

柳澤 治

須藤病院

379-0116 安中市安中3532-5

027-382-3131

整形外科

武井 弘司

武井内科循環器科

379-0222 安中市松井田町松井田831-1

027-393-1005

循環器科

南雲 日立

なぐも眼科

379-0116 安中市安中2-13-1

027-387-0221

眼科

宮口 信吾

みやぐち医院

379-0133 安中市原市3875

027-384-1126

内科

茂木 陽一

もてき内科医院

379-0133 安中市原市4－3－15

027－382－2510 内科、循環器科

正田 弘一

医療法人誠和会 正田病院

379-0116 安中市安中1-16-32

027-382-1123

外科、内科

青木 孝一

青木眼科

376-0101 みどり市大間々町大間々29-1

0277-72-7070

眼科

関 姿恵

医療法人 関内科医院

376-0101 みどり市大間々町大間々1838-8 0277-73-2022

皮膚科

関 健鑑

医療法人 関内科医院

376-0101 みどり市大間々町大間々1838-8 0277-73-2022

内科

寺田 一行

医療法人 寺田内科小児科医院

379-2311 みどり市笠懸町阿左美1896-5

0277-77-1100

内科、循環器科

川合 重夫

医療法人あい友会 あい太田クリニック

373-0853 太田市浜町59-3

0276-52-8857

内科、外科

松田 知子

医療法人岩宿会 岩宿クリニック

379-2311 みどり市笠懸町阿左美1506-3

0277-46-7200

産婦人科

小林 祥子

医療法人社団 東郷会 恵愛堂病院

376-0101 みどり市大間々町大間々504-6

0277-73-2211

血液内科

笹沢 史生

医療法人社団 東郷会 恵愛堂病院

みどり市大間々町大間々５０４番
376-0101
0277-73-2211
地６

整形外科

駒井 太一

医療法人社団三思会 東邦病院

379-2311 みどり市笠懸町阿左美1155

0277-76-6311

内科

齊尾 友希江

医療法人社団三思会 東邦病院

379-2311 みどり市笠懸町阿左美1155

0277-76-6311

リウマチ科

吉田 真貴

医療法人社団三思会 東邦病院

379-2311 みどり市笠懸町阿左美1155

0277-76-6311

泌尿器科、内科、腎臓内科

岩城 相光

医療法人社団三思会 東邦病院

379-2311 みどり市笠懸町阿左美1155

0277-76-6311

整形外科

櫻井 則之

医療法人社団三思会 東邦病院

379-2311 みどり市笠懸町阿左美1155

0277-76-6311

腎臓リウマチ内科

出津 明仁

医療法人社団三思会 東邦病院

379-2311 みどり市笠懸町阿左美1155

0277-76-6311

外科

髙木 麻栄

医療法人社団三思会 東邦病院

379-2311 みどり市笠懸町阿左美1155

0277-76-6311

眼科

佐野 潔

医療法人社団三思会 東邦病院

379-2311 みどり市笠懸町阿左美1155

0277-76-6311

整形外科

大澤 松香

医療法人社団三思会 東邦病院

379-2311 みどり市笠懸町阿左美1155

0277-76-6311

眼科

小畑 敬子

医療法人社団三思会 東邦病院

379-2311 みどり市笠懸町阿左美1155

0277-76-6311

腎臓内科
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吉田 弘明

医療法人社団三思会 東邦病院

379-2311 みどり市笠懸町阿左美1155

0277-76-6311

腎臓内科

松本 孝之

医療法人社団三思会 東邦病院

379-2311 みどり市笠懸町阿左美1155

0277-76-6311

腎臓内科

小林 さつき

医療法人社団三思会 東邦病院

379-2311 みどり市笠懸町阿左美1155

0277-76-6311

腎臓内科

植木 嘉衛

医療法人社団三思会 東邦病院

379-2311 みどり市笠懸町阿左美1155

0277-76-6311

腎臓内科

細沼 賢一

医療法人社団三思会 東邦病院

379-2311 みどり市笠懸町阿左美1155

0277-76-6311

内科

青木 隆

医療法人社団三思会 東邦病院

379-2311 みどり市笠懸町阿左美1155

0277-76-6311

内科

池田 志織

医療法人社団三思会 東邦病院

379-2311 みどり市笠懸町阿左美1155

0277-76-6311

腎臓内科

針谷 貴子

医療法人社団三思会 東邦病院

379-2311 みどり市笠懸町阿左美1155

0277-76-6311

腎臓内科

井上 敏恵

医療法人社団三思会 東邦病院

379-2311 みどり市笠懸町阿左美1155

0277-76-6311

内科・消化器科

井上 照基

医療法人社団三思会 東邦病院

379-2311 みどり市笠懸町阿左美1155番地 0277-76-6311

内科

中山 哲雄

医療法人社団三思会 東邦病院

379-2311 みどり市笠懸町阿左美1155

0277-76-6311

消化器内科

佐野 宏和

医療法人社団三思会 東邦病院

379-2311 みどり市笠懸町阿左美1155

0277-76-6311

循環器内科

梅山 敦

医療法人社団三思会 東邦病院

379-2311 みどり市笠懸町阿左美1155

0277-76-6311

循環器内科

岩松 清人

医療法人社団三思会 東邦病院

379-2311 みどり市笠懸町阿左美1155

0277-76-6311

外科

飯島 貴史

医療法人社団三思会 東邦病院

379-2311 みどり市笠懸町阿左美1155

0277-76-6311

循環器内科

吉岡 誠之

医療法人社団三思会 東邦病院

379-2311 みどり市笠懸町阿左美１１５５番地 0277-76-6311

糖尿病内分泌内科

設楽 光弘

医療法人社団三思会 東邦病院

379-2311 みどり市笠懸町阿左美1155

0277-76-6311

内科

廣川 朋之

医療法人社団三思会 東邦病院

379-2311 みどり市笠懸町阿左美1155番地 0277-76-6311

内科

鷲田 雄二

医療法人社団三思会 森の診療所

376-0013 桐生市広沢町2-3208-1

0277-47-8118

内科

広松 孝

医療法人社団東郷会 恵愛堂病院

376-0101 みどり市大間々町大間々504番地の6 0277-73-2211

外科

戸谷 裕之

医療法人社団東郷会 恵愛堂病院

376-0101 みどり市大間々町大間々504番地の6 0277-73-2211

外科

山田 勲

医療法人社団東郷会 恵愛堂病院

376-0101 みどり市大間々町大間々504番地の6 0277-73-2211

消化器外科

末武 教行

医療法人社団東郷会 恵愛堂病院

376-0101 みどり市大間々町大間々504番地の6 0277-73-2211

小児科

島野 俊一

医療法人社団東郷会 恵愛堂病院

376-0101 みどり市大間々町大間々504番地の6 0277-73-2211

血液内科

松浦 康文

医療法人社団東郷会 恵愛堂病院

376-0101 みどり市大間々町大間々504番地の6 0277-73-2211

整形外科、リハビリテーション
科、リウマチ科

須藤 幸一

医療法人社団東郷会 恵愛堂病院

376-0101 みどり市大間々町大間々504番地の6 0277-73-2211

消化器外科

東郷 望

医療法人社団東郷会 恵愛堂病院

376-0101 みどり市大間々町大間々504番地の6 0277-73-2211

消化器外科

星野 洋一

医療法人社団東郷会 恵愛堂病院

376-0101 みどり市大間々町大間々504番地の6 0277-73-2211

内科

羽鳥 幹子

医療法人社団東郷会 恵愛堂病院

376-0101 みどり市大間々町大間々504番地の6 0277-73-2211

内科、循環器科

財 裕明

医療法人社団東郷会 恵愛堂病院

376-0101 みどり市大間々町大間々504番地6 0277-73-2211

消化器内科

町田 守也

医療法人社団東郷会 恵愛堂病院

376-0101 みどり市大間々町大間々504番地の6 0277-73-2211

消化器内科

田谷 禎増

医療法人社団東郷会 恵愛堂病院

376-0101 みどり市大間々町大間々504番地の6 0277-73-2211

呼吸器内科

大塚 敏之

医療法人日望会 みどり病院

379-2313 みどり市笠懸町鹿2646-2

0277-76-1110

一般内科、消化器科

齋藤 伸一

医療法人日望会 みどり病院

379-2313 みどり市笠懸町鹿2646-2

0277-76-1110

内科・胃腸科・リハビリテーショ
ン科

尾岸 浩一

医療法人日望会 みどり病院

379-2313 みどり市笠懸町鹿2646-2

0277-76-1110

内科、循環器科

小島 至

医療法人日望会 みどり病院

379-2313 みどり市笠懸町鹿2646-2

0277-76-1110

内科、内分泌・代謝内科

松井 正之

医療法人正睦会 松井内科医院

379-2313 みどり市笠懸町鹿3322-1

0277-70-7610

内科、消化器科、呼吸器科、
循環器科、小児科

斉藤 知司

医療法人実愛会 斉藤医院

376-0101 みどり市大間々町大間々676

0277-72-1230

神経内科、内科

星野 正道

医療法人岩宿会 岩宿クリニック

379-2311 みどり市笠懸町阿左美1506-3

0277-46-7200

産婦人科

金子 功

かねこ耳鼻咽喉科クリニック

379-2311 みどり市笠懸町阿左美１３１１－１ 0277-46-8723

耳鼻咽喉科

鏑木 大輔

かぶらぎ内科クリニック

379-2313 みどり市笠懸町鹿2439-15

0277-70-7575

内科、消化器内科

齋藤 義人

さいとう内科クリニック

379-2312 みどり市笠懸町久宮164-12

0277-47-7770

内科
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志鳥 眞理子

志鳥クリニック

379-2313 みどり市笠懸町鹿4650

0277-76-9998

内科

野田 真一郎

療育センターきぼう

376-0101 みどり市大間々町大間々22-4

0277-73-2605

外科

横手 薫美夫

療育センターきぼう

376-0101 みどり市大間々町大間々22-4

0277-73-2605

外科

服部 重人

療育センターきぼう

376-0101 みどり市大間々町大間々22-4

0277-73-2605

小児科

金子 浩章

医療法人みらいこどもクリニック

379-2311 みどり市笠懸町阿左美658-2

0277-47-8200

小児科、アレルギー科

齋藤 明

医療法人駿河会 榛東さいとう医院

370-3503 北群馬郡榛東村新井1182-2

0279-54-1055

内科、 小児科、アレルギー科

大滝 章男

医療法人 桜楓会 大滝クリニック

370-3602 北群馬郡吉岡町大久保795-3

0279-30-5800

循環器内科、外科

井野 正彦

医療法人井野整形外科リハビリ内科

370-3604 北群馬郡吉岡町南下917-2

0279-30-5255

井野 教子

医療法人井野整形外科リハビリ内科

370-3604 北群馬郡吉岡町南下917-2

0279-30-5255

大森 美樹

医療法人群栄会 田中病院

370-3603 北群馬郡吉岡町陣馬98

0279-54-2106

精神科

田中 永

医療法人群栄会 田中病院

370-3603 北群馬郡吉岡町陣馬98

0279-54-2106

精神科

高橋 啓介

医療法人群栄会 田中病院

370-3603 北群馬郡吉岡町陣馬98番地

0279-54-2106

精神科

大井 秀美

大井内科クリニック

370-3605 北群馬郡吉岡町北下1126-1

0279-30-5575

内科、呼吸器科、小児科

岡本 正司

岡本内科クリニック

370-3602 北群馬郡吉岡町大久保3457

0279-20-5353

内科、循環器科

安齋 要

かなめ眼科クリニック

370-3602 北群馬郡吉岡町大久保2243-3

0279-20-5113

眼科

千代田 朋子

吉岡ちよだ耳鼻咽喉科

370-3602 北群馬郡吉岡町大久保2176-1

0279-26-7546

耳鼻咽喉科

平山 恭平

神流町国民健康保険中里診療所

370-1602 多野郡神流町神ケ原430-1

0274-58-2201

総合診療科・内科

田中 雅史

万場診療所

370-1504 多野郡神流町大字万場44－3

0274－57－2018 内科、小児科、消化器科

堀越 勤

下仁田厚生病院

370-2601 甘楽郡下仁田町大字下仁田409番地 0274-82-3555

内科、消化器内科

永井 洋子

下仁田厚生病院

370-2601 甘楽郡下仁田町大字下仁田409番地 0274-82-3555

内科

吉田 誠

下仁田厚生病院

370-2601 甘楽郡下仁田町大字下仁田409番地 0274-82-3555

内科

青木 秀夫

下仁田厚生病院

370-2601 甘楽郡下仁田町大字下仁田409番地 0274-82-3555

内科

山下 均

下仁田厚生病院

370-2601 甘楽郡下仁田町大字下仁田409 0274-82-3555

内科

正田 純史

下仁田厚生病院

370-2601 甘楽郡下仁田町大字下仁田409番地 0274-82-3555

内科

杉本 弥子

原医院

370-2216 甘楽郡甘楽町金井453

0274-74-5656

内科・消化器内科

菊池 修

医療法人俊有会 もみの木こどもクリニック

370-2212 甘楽郡甘楽町福島８１８番地４

0274-67-1040

小児科・アレルギー科・皮膚科

整形外科、リハビリテーション
科
整形外科、リハビリテーション
科

安藤 達夫

医療法人翠仁会 安藤医院

370-2212 甘楽郡甘楽町福島110-5

0274-74-7717

内科、循環器科、呼吸器科、小児
科、心療内科、アレルギー科

安藤 浩代

医療法人翠仁会 安藤医院

370-2212 甘楽郡甘楽町福島110-5

0274-74-7717

皮膚科

小河原 一成

医療法人小河原会 こがはらクリニック

370-2213 甘楽郡甘楽町白倉622-1

0274-70-4066

神経内科、内科、消化器内
科、小児科

松田 望

医療法人松田会 小幡医院

370-2202 甘楽郡甘楽町大字小幡966

0274-74-2018

内科、消化器内科

長谷川 惇

吾妻東整形外科

377-0423 吾妻郡中之条町伊勢町756-1

0279-26-2211

整形外科、リハビリテーション
科

三村 松夫

医療法人けんもち医院

377-0423 吾妻郡中之条町伊勢町837-1

0279-75-5155

眼科

田島 郁文

医療法人社団寿山会 田島病院

377-0424 吾妻郡中之条町大字中之条1782 0279-75-3350

内科、循環器内科

西野目 昌宏

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 吾妻郡中之条町大字上沢渡2136 0279-66-2121

リハビリテーション科

高嶺 一雄

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 吾妻郡中之条町大字上沢渡2136 0279-66-2121

リハビリテーション科

眞塩 清

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 吾妻郡中之条町大字上沢渡2136 0279-66-2121

リハビリテーション科

山田 聖一

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 吾妻郡中之条町大字上沢渡2136 0279-66-2121

リハビリテーション科

西 勝久

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 吾妻郡中之条町大字上沢渡2136 0279-66-2121

リハビリテーション科、内科

林 信太郎

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 吾妻郡中之条町大字上沢渡2136 0279-66-2121

リハビリテーション科

平田 丞

公益社団法人地域医療振興協会 西吾妻福祉病院 377-1308 吾妻郡長野原町大字大津746-4 0279-83-7111

内科、整形外科

倉澤 美和

公益社団法人地域医療振興協会 西吾妻福祉病院 377-1308 吾妻郡長野原町大字大津746-4 0279-83-7111

内科

三ツ木 禎尚

公益社団法人地域医療振興協会 西吾妻福祉病院 377-1308 吾妻郡長野原町大字大津746-4 0279-83-7111

外科

塩谷 恵一

公益社団法人地域医療振興協会 西吾妻福祉病院 377-1308 吾妻郡長野原町大字大津746-4 0279-83-7111

外科

犬塚 守人

長生病院

377-1304 吾妻郡長野原町大字長野原71

0279-82-2188

整形外科

犬塚 茂生

長生病院

377-1304 吾妻郡長野原町大字長野原71

0279-82-2188

外科、内科
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高原 喬

公益社団法人地域医療振興協会 西吾妻福祉病院 377-1308 吾妻郡長野原町大字大津746-4 0279-83-7111

内科

六本木 隆

国立療養所栗生楽泉園

377-1711 吾妻郡草津町大字草津乙647

0279-88-3033

外科

久保田 一雄

吾妻脳神経外科循環器科

377-0801 吾妻郡東吾妻町大字原町760番地1 0279-68-5211

内科

栗原 潤

医療法人社団内潤会 くりはら医院

377-0801 吾妻郡東吾妻町大字原町572-1 0279-68-0355

泌尿器科・内科・外科

富澤 琢

原町赤十字病院

377-0882 吾妻郡東吾妻町大字原町698

0279-68-2711

内科

内田 信之

原町赤十字病院

377-0882 吾妻郡東吾妻町大字原町698

0279-68-2711

外科、消化器科、消化器外科、
乳癌、がん治療、大腸肛門、プライマリー

笹本 肇

原町赤十字病院

377-0882 吾妻郡東吾妻町大字原町698

0279-68-2711

外科、消化器科、消化器外
科、緩和

福田 和彦

原町赤十字病院

377-0882 吾妻郡東吾妻町大字原町698

0279-68-2711

整形外科

山田 昇司

原町赤十字病院

377-0882 吾妻郡東吾妻町大字原町698

0279-68-2711

内科、消化器科、肝臓

竹澤 二郎

原町赤十字病院

377-0882 吾妻郡東吾妻町大字原町698

0279-68-2711

内科、消化器科、肝臓

鈴木 秀行

原町赤十字病院

377-0882 吾妻郡東吾妻町大字原町698

0279-68-2711

内科・消化器科

坂爪 悟

原町赤十字病院

377-0882 吾妻郡東吾妻町大字原町698

0279-68-2711

小児科

髙橋 和宏

原町赤十字病院

377-0882 吾妻郡東吾妻町大字原町698

0279-68-2711

内科・消化器科

星野 仁夫

医療法人 星野医院

378-0415 利根郡片品村鎌田3973

0278-58-2018

内科・麻酔科

竹内 法明

医療法人開成日の出会 竹内医院

379-1314 利根郡みなかみ町下津2095

0278-62-1677

内科、脳神経外科、整形外科

入内島 崇紀

医療法人高徳会 上牧温泉病院

379-1311 利根郡みなかみ町石倉198-2

0278-72-5858

整形外科、リハビリテーション
科

河村 修

上牧温泉病院

379-1311 利根郡みなかみ町石倉198-2

0278-72-5858

消化器内科

喜楽 順一

医療法人 樹心会 角田病院

370-1133 佐波郡玉村町上新田675-4

0270-65-7171

内科

角田 祥之

医療法人 樹心会 角田病院

370-1133 佐波郡玉村町上新田675-4

0270-65-7171

外科、大腸肛門外科

角田 千尋

医療法人 樹心会 角田病院

370-1133 佐波郡玉村町上新田675-4

0270-65-7171

内科

吉井 博

医療法人 樹心会 角田病院

370-1133 佐波郡玉村町上新田675-4

0270-65-7171

内科

戸塚 統

医療法人 樹心会 角田病院

370-1133 佐波郡玉村町上新田675-4

0270-65-7171

外科

岡田 多恵

医療法人 樹心会 角田病院

370-1133 佐波郡玉村町上新田675-4

0270-65-7171

内科

南波 美伸

医療法人 樹心会 角田病院

370-1133 佐波郡玉村町上新田675-4

0270-65-7171

内科

渡邉 彩子

医療法人 樹心会 角田病院

370-1133 佐波郡玉村町上新田675-4

0270-65-7171

内科

角田 絋二

医療法人 樹心会 角田病院

370-1133 佐波郡玉村町上新田675-4

0270-65-7171

内科

平賀 健司

医療法人ひらが脳神経外科

370-1124 佐波郡玉村町大字角渕字天神5067 0270-30-2121

脳神経外科、内科

山本 巧

医療法人望真会 古作クリニック 玉村分院

370-1103 佐波郡玉村町大字樋越178番地7 0270-50-3770

泌尿器科

簡 伯憲

資生クリニック

370-1122 佐波郡玉村町大字上茂木470-1 0270-50-0800

循環器内科

村添 與則

整形外科むらぞえクリニック

370-1124 佐波郡玉村町大字角渕5065-1

整形外科、リハビリテーション
科、リウマチ科

南部 真一

医療法人社団 真正会 南部眼科

370-1128 佐波郡玉村町大字後箇216番地 0270-64-5557

眼科

草別 智行

医療法人美琴会たまむら中央クリニック

370-1127 佐波郡玉村町大字上之手1636-1 0270-64-6880

内科、外科、皮フ科、小児科

増田 雄彦

増田医院

374-0132 邑楽郡板倉町大字板倉2615

0276-82-2255

内科・小児科・救急科

竹越 亨

竹越医院

370-0708 邑楽郡明和町新里435-1

0276-84-3137

内科、小児科

藤原 一哉

ふじ眼科クリニック

370-0722

0276-86-9900

眼科

邑楽郡千代田町萱野813-1 ジョイフル本田千代田店１階

0270-30-6166

江森 寿夫

ミツワ診療所

370-0714 邑楽郡明和町梅原588番地

0276-70-3030

内科、呼吸器内科、循環器内科、消化器内科、皮膚科、
神経内科、アレルギー科、リウマチ科、小児科

福田 博一

福田ペインクリニック

370-0715 邑楽郡明和町大佐貫588-1

0276-84-1233

麻酔科

高橋 稔

医療法人順守会 千代田医院

370-0503 邑楽郡千代田町赤岩1773-1

0276-86-6080

内科、外科

新井 孝之

新井内科クリニック

370-0533 邑楽郡大泉町仙石4-40-9

0276-20-1220

内科、消化器内科

湯澤 泉

医療法人 徳至会 湯沢医院

370-0517 邑楽郡大泉町西小泉2-5-15

0276-62-2209

脳神経外科

真下 利幸

医療法人真医会 ましも内科・胃腸科

370-0518 邑楽郡大泉町城之内1-4-1

0276-62-2025

内科

穂積 昭則

医療法人穂栄会 みづほクリニック

370-0517 邑楽郡大泉町西小泉5-9-22-1F 0276-20-1122

神経内科、内科

田中 亨

医療法人一陽会 たなか医院

370-0521 邑楽郡大泉町住吉55-16

0276-62-2881

内科、循環器内科

渡辺 健二

今村クリニック

370-0615 邑楽郡邑楽町篠塚3478-3

0276-70-2221

耳鼻咽喉科

関上 豪一

医療法人社団醫光会 おうら病院

370-0615 邑楽郡邑楽町篠塚3233-1

0276-88-5678

内科
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中村 真理

医療法人社団醫光会 おうら病院

370-0615 邑楽郡邑楽町篠塚3233-1

0276-88-5678

循環器内科

秋山 仁

医療法人社団醫光会 おうら病院

370-0615 邑楽郡邑楽町篠塚3233-1

0276-88-5678

糖尿病・甲状腺内科

井上 浩

医療法人松王会 井上医院

370-0603 邑楽郡邑楽町中野213

0276-88-6300

内科・消化器内科・外科・産婦
人科

小林 紀夫

小林内科医院

370-0615 邑楽郡邑楽町篠塚1935-2

0276-88-8278

内科

松清 立

医療法人社団醫光会 おうら病院

370-0615 邑楽郡邑楽町篠塚3233-1

0276-88-5678

腎臓内科
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