協力難病指定医一覧（R4.4.1）
氏名

医療機関名

郵便番号

住所

電話

診療科目

水間 春夫

小保方医院

376-0102 みどり市大間々町桐原964

0277-72-0215

内科

吉松 弘

医療法人 弘和会 吉松医院

371-0206 前橋市粕川町新屋246-2

027-285-2273

内科

小野 芳啓

前橋プライマリ泌尿器科内科

371-0816 前橋市上佐鳥町51-3

027-289-4651

泌尿器科・内科・アレルギー科

小中 和子

うしいけホームクリニック

371-0846 前橋市元総社町1770-4

027-289-0841

内科

未丸 美央

すえまる内科

379-2143 前橋市新堀町1038-1

027-212-5162

内科

萬田 緑平

緩和ケア 萬田診療所

371-0852 前橋市総社町総社1070-1

027-289-6655

内科・緩和ケア科

八木 茂

医療法人 八木医院

371-0835 前橋市前箱田町15-1

027-253-6588

内科・小児科

蜂谷 裕夫

医療法人徹裕会 蜂谷病院

370-0514 邑楽郡大泉町朝日4丁目11-1

0276-63-0888

外科

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

加藤 美佐

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

新井 哲

医療法人 協和会 アライクリニック

370-2316 富岡市富岡1423

0274-62-1521

外科

福田 亮子

医療法人光緑会 やわたクリニック

370-0884 高崎市八幡町421

027-343-2247

内科

井上 研次

井上整形外科医院

374-0132 邑楽郡板倉町板倉2216

0276-82-1131

整形外科、内科

於川 通隆

医療法人彌生会 吾妻さくら病院

377-0423 吾妻郡中之条町大字伊勢町782-1

0279-75-3011

内科、放射線科

牛久保 努

武田クリニック

371-0104 前橋市富士見町時沢1869-3

027-226-1114

内科、消化器内科、呼吸器内科、アレルギー科、小児科

宮石 和夫

医療法人 宮石内科医院

371-0051 前橋市上細井町1955-1

027-234-1876

内科、放射線科、消化器科、呼吸器科、循環器科

木村 淳子

前橋ふえきクリニック

371-0024 前橋市表町2-27-22

027-224-2818

内科

塩崎 宏子

塩崎内科医院

371-0801 前橋市文京町3-10-10

027-221-8063

内科、血液内科

田中 宏和

田中外科内科医院

371-0031 前橋市下小出町3-21-5

027-231-0555

外科、内科、消化器科、循環器科

長坂 資夫

希望館病院

370-0046 高崎市江木町1120番地

027-322-4067

内科

大舘 幹夫

医療法人綿打診療所

370-0346 太田市新田上田中町556-1

0276-56-3366

内科、小児科、リハビリ科

登田 尚敬

医療法人登田医院

373-0056 太田市八幡町11の6

0276-25-5556

内科、外科、消化器科、肛門科

江原 浩司

えはら内科クリニック

373-0807 太田市下小林町534-3

0276-60-3130

内科、小児科

星野 林次郎 星野内科胃腸科医院

373-0816 太田市東矢島町776-5

0276-48-5525

内科、胃腸科、小児科

石田 智之

石田医院

378-0046 沼田市馬喰町1214

0278-22-2477

内科、小児科

上野 泰也

うえの医院

374-0013 館林市赤生田町1828-5

0276-72-3330

循環器内科

山本 彰夫

医療法人亀榮会 山本医院

379-1409 利根郡みなかみ町湯宿温泉573

0278-64-0440

内科、小児科

松井 直樹

利根保健生活協同組合 片品診療所

378-0415 利根郡片品村鎌田3946-67

0278-58-3910

内科、小児科

山口 経男

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

027-361-7200

内科

布施 正博

布施医院

377-1711 吾妻郡草津町草津462-58

0279-88-2030

内科、小児科、消化器科

井上 研次

井上整形外科医院

374-0132 邑楽郡板倉町板倉2216

0276-82-1131

整形外科、内科

阿部 弘幸

医療法人良治会 阿部医院

370-0523 邑楽郡大泉町吉田2994

0276-62-5428

内科、小児科、消化器内科

後藤 與四之 医療法人かがやき 後藤クリニック

370-0615 邑楽郡邑楽町大字篠塚3070-1

0276-70-2233

外科、内科、胃腸科

谷津 尚吾

医療法人総社町内科深沢医院

371-0853 前橋市総社町三丁目2番地の5

027-252-1333

内科

大野 富雄

大野内科クリニック

371-0221 前橋市樋越町716-1

027-284-9011

内科

栗原 美貴子 医療法人高橋会 高橋医院

371-0217 前橋市粕川町西田面212-2

027-285-2019

内科、放射線診断科

内田 聡

医療法人 朱音会 内田外科医院

371-0013 前橋市西片貝町二丁目285番地

027-224-5061

外科

板垣 仁

いたがき内科クリニック

370-3524 高崎市中泉町602-2

027-372-8822

内科、神経内科、消化器科、循環器科、呼吸器科

小倉 道郎

医療法人翠聖会 小倉クリニック

370-0035 高崎市柴崎町60-11

027-352-1811

内科、循環器科

中村 勝

希望館病院

370-0046 高崎市江木町1120番地

027-322-4067

外科、泌尿器科

田村 雄次

医療法人緑陽会 コマチクリニック

370-2306 富岡市相野田469

0274-62-5011

内科

佐藤 かおり 高崎佐藤眼科

370-0036 高崎市南大類町1000-1

027-352-8800

眼科

松﨑 勉

医療法人松﨑医院

370-0015 高崎市島野町589

027-352-1278

内科、消化器科、皮膚科、リハビリテーション科

北川 茂久

桐生クリニック

376-0013 桐生市広沢町2丁目3181番地

0277-54-1350

外科

北川 桂子

桐生クリニック

376-0013 桐生市広沢町2丁目3181番地

0277-54-1350

眼科

難波 俊之

なんば眼科

372-0832 伊勢崎市徐ケ町335-15

0270-31-2101

眼科

小林 英喜

北毛保健生活協同組合 北毛診療所

377-0032 渋川市渋川908-22

0279-24-2818

内科

櫻井 努

さくら耳鼻咽喉科

379-2313 みどり市笠懸町鹿2566-12

0277-76-1133

耳鼻咽喉科

篠原 秀樹

医療法人秀世会 しのはらクリニック

370-0426 太田市世良田町468-1

0276-52-5501

内科、循環器科、小児科

内田 聡

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、呼吸器内科

猿谷 忠弘

さるや内科医院

379-0224 安中市松井田町人見1104－1

027－384-3681

内科、循環器内科

中沢 克彦

榛東わかばクリニック

370-3502 北群馬郡榛東村山子田1369-1

0279-20-5531

内科、循環器内科、ペインクリニック、リハビリテーション

1 / 2 ページ

氏名

医療機関名

郵便番号

住所

電話

診療科目

櫻井 慶一

桜井クリニック

377-1525 吾妻郡嬬恋村西窪30-3

0279-97-3800

内科

荻原 裕之

中山診療所

377-0702 吾妻郡高山村中山230-1

0279-70-5007

内科、外科、整形外科、胃腸科

飯島 研史

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

國元 文生

医療法人社団ほたか会 群馬パース病院

378-0013 利根郡川場村生品1861

0278-52-2141

麻酔科

高野 弘康

医療法人社団ほたか会 群馬パース病院

378-0013 利根郡川場村生品1861

0278-52-2141

循環器科

眞貝 美由規 大戸診療所

377-0931 吾妻郡東吾妻町大戸１３－１

0279-69-3214

内科

松本 恵理子 三浦医院

370-0511 邑楽郡大泉町北小泉3-11-6

0276-62-2917

内科、外科、麻酔科

藤原 等

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

中村 俊喜

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

山岸 隆文

山岸内科医院

373-0817 太田市飯塚町1584

0276-45-1580

内科

金子 稔

長野原町へき地診療所

377-1411 吾妻郡長野原町応桑1449-2

0279-85-2259

内科

亀井 勉

医療法人彌生会 吾妻さくら病院

377-0423 吾妻郡中之条町伊勢町782-1

0279-75-3011

内科
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