
結核指定医療機関一覧(中核市除く)
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保健所名

指定番号 名称 所在地 区分

渋川 671 佐藤医院 北群馬郡吉岡町下野田811 診療所

渋川 993 平形医院 渋川市石原564 診療所

渋川 1054 原沢医院 渋川市伊香保町伊香保184-3 診療所

渋川 1172 斎藤内科外科クリニック 渋川市金井932-4 診療所

渋川 1405 北毛保健生協北毛診療所 渋川市渋川889-1 診療所

渋川 1744 井口医院 渋川市金井1284-6 診療所

渋川 1747 佐藤医院 渋川市北橘町真壁1372 診療所

渋川 1785 神山内科医院 渋川市渋川892-23 診療所

渋川 1809 渋川地区広域圏急患診療所 渋川市渋川1760-1 診療所

渋川 1856 明寿会石北医院 渋川市渋川1592 診療所

渋川 1932 駿河会榛東さいとう医院 北群馬郡榛東村新井1182-2 診療所

渋川 1953 有馬クリニック 渋川市有馬字前田1191-3 診療所

渋川 1996 川島内科クリニック 渋川市渋川1770 診療所

渋川 2146 厚成医院 渋川市石原210-8 診療所

渋川 2172 駒寄こども診療所 北群馬郡吉岡町大久保2276 診療所

渋川 2192 大谷内科クリニック 渋川市中村180 診療所

渋川 2194 痛みのクリニック長谷川医院 北群馬郡吉岡町大久保1406-4 診療所

渋川 2226 井野整形外科リハビリ内科 北群馬郡吉岡町南下917-2 診療所

渋川 2234 赤城開成クリニック 渋川市赤城町三原田８２６−１０ 診療所

渋川 2365 岡本内科クリニック 北群馬郡吉岡町大久保３４５７ 診療所

渋川 2412 中野医院 渋川市坂下町909 診療所

渋川 2415 大井内科クリニック 北群馬郡吉岡町北下１１２６−１ 診療所

渋川 2480 渋川中央リハビリ病院 渋川市石原303-2 診療所

渋川 2508 塚越クリニック 渋川市御蔭3902-5 診療所

渋川 2618 みゆきだ内科医院 渋川市行幸田３４２－９ 診療所

渋川 2623 榛東わかばクリニック 北群馬郡榛東村山子田１３６９－１ 診療所

渋川 3277 とまるクリニック 渋川市金井５９９－１ 診療所

渋川 3401 くわばら整形外科 北群馬郡吉岡町漆原１１７９ 診療所

渋川 3617 原沢医院 渋川市伊香保町伊香保539-7 診療所

渋川 3656 明治皮膚科 北群馬郡吉岡町大字下野田695-10 診療所

渋川 3798 いのうえ耳鼻咽喉科医院 渋川市有馬140-4 診療所

渋川 3913 ふるまき内科医院 渋川市八木原1129-1 診療所

渋川 3923 本沢医院 渋川市石原208-1 診療所

渋川 3966 大滝クリニック 北群馬郡吉岡町大字大久保７９５－３ 診療所

渋川 3971 渋川伊香保分院 渋川市中村１１６－１ 診療所

渋川 3989 あだち整形外科 渋川市金井字田中770-1 診療所

渋川 4048 高野外科胃腸科医院 渋川市渋川1934-21 診療所

渋川 4053 　慶生医院 渋川市渋川1829-21 診療所

渋川 4215 関口医院 北群馬郡吉岡町下野田686-1 診療所

令和４年12月1日時点
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渋川 4274 青い鳥ファミリークリニック 渋川市行幸田28番5 診療所

渋川 1666 こすもすクリニック 渋川市半田１０４８ 診療所

渋川 1811 純雅会奈良内科医院 渋川市渋川1993-1 診療所

渋川 1928 いずみ医院 渋川市渋川2194-2 診療所

渋川 621 大利根会榛名病院 渋川市渋川明保野３６５８−２０ 病院

渋川 1404 北毛保健生協北毛病院 渋川市有馬233 病院

渋川 1572 県立小児医療センター 渋川市北橘町下箱田779 病院

渋川 1786 北関東循環器病院 渋川市北橘町下箱田740 病院

渋川 3209 渋川中央病院 渋川市石原５０８－１ 病院

渋川 3999 渋川医療センター 渋川市白井３８３ 病院

渋川 1143 田中病院 北群馬郡吉岡町陣場９８ 病院

渋川 153 羽鳥薬局 渋川市新町１８９２ 薬局

渋川 154 渋川薬局 渋川市辰巳町１８３１ 薬局

渋川 156 永田薬局 渋川市渋川寄居町２１０６−５２ 薬局

渋川 561 タナカ薬局 渋川市半田1481-6 薬局

渋川 563 黒田薬局 渋川市渋川1810 薬局

渋川 564 やまきや薬局 北群馬郡吉岡町北下1150-4 薬局

渋川 565 コトブキ薬局 渋川市渋川２２２８ 薬局

渋川 566 コスモス薬局 渋川市中村１７９ー５ 薬局

渋川 2481 あまぬま調剤薬局 渋川市東町2044-3 薬局

渋川 2572 あんず調剤薬局 渋川市折原３９０２ 薬局

渋川 2583 みつばち薬局 渋川市石原４２５－２ 薬局

渋川 2610 コトブキ薬局 渋川市渋川２２２８ 薬局

渋川 3303 あんず調剤薬局吉岡店 北群馬郡吉岡町大字下野田６８５－３ 薬局

渋川 3317 このは薬局吉岡店 北群馬郡吉岡町大久保３４５３ 薬局

渋川 3559 カワチ薬局　渋川南店 渋川市行幸田２８８－１ 薬局

渋川 3668 ピーチ薬局 北群馬郡吉岡町大字大久保2243-14 薬局

渋川 3831 柴崎薬局下野田店 北群馬郡吉岡町下野田790-3 薬局

渋川 3855 カワチ薬局渋川店 渋川市阿久津字北原15 薬局

渋川 3875 ひかり薬局 北群馬郡吉岡町大字下野田695番地9 薬局

渋川 3902 アイリス薬局　渋川店 渋川市金井字田中770-4 薬局

渋川 3912 柴崎薬局八木原店 渋川市八木原1129-8 薬局

渋川 3998 クスリのアオキ渋川薬局 渋川市渋川１３０７－１ 薬局

渋川 4000 ファーマシーはとり薬局 渋川市白井２３０１－１ 薬局

渋川 4006 永田薬局 渋川市渋川2106-52 薬局

渋川 4037 はる薬局 北群馬郡榛東村大字新井1180番3 薬局

渋川 4126 あおば薬局渋川店 渋川市有馬261-1 薬局

渋川 4149 アイン薬局渋川中村店 渋川市中村147-1 薬局

渋川 4203 マルエ薬局榛東店 北群馬郡榛東村新井２２２２番地１ 薬局
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渋川 4222 マルエ薬局渋川子持店 渋川市吹屋660-51 薬局

渋川 4258 クスリのアオキ吉岡大久保薬局 北群馬郡吉岡町大字大久保2869番地1 薬局

渋川 4259 ひよこ薬局 渋川市行幸田字西前田28-7 薬局

渋川 4276 クスリのアオキ　榛東薬局 北群馬郡榛東村大字広馬場1205番地1 薬局

渋川 155 宮前薬局 渋川市渋川１８７７－１ 薬局

渋川 560 山縣薬局 渋川市伊香保町伊香保186 薬局

渋川 3309 コスモス薬局渋川店 渋川市中村１７９－５ 薬局

渋川 3335 榛東薬局山子田店 北群馬郡榛東村山子田１３６９－４ 薬局

渋川 3346 アイン薬局　渋川店 渋川市北橘町下箱田７２６－１ 薬局

渋川 3613 コスモファーマ薬局渋川店 渋川市渋川2543-6 薬局

渋川 3619 ウエルシア薬局渋川行幸田店 渋川市行幸田323-3 薬局

渋川 3820 ファーコス薬局　アイビー 渋川市渋川1591-4 薬局

渋川 3901 ファーコス薬局　よしおか 北群馬郡吉岡町大字北下1126-10 薬局

渋川 3987 トリム薬局　前橋吉岡店 北群馬郡吉岡町大字大久保７９５－４ 薬局

渋川 3994 株式会社はづきドラッグ 渋川市白井2288-1 薬局

渋川 3995 日本調剤　渋川薬局 渋川市白井４０７－４ 薬局

渋川 4112 キュアート薬局 渋川市渋川１８２５－２８ 薬局

伊勢崎 1222 久保医院 伊勢崎市大正寺町111-1 診療所

伊勢崎 1552 佐藤整形外科医院 伊勢崎市波志江町4137-10 診療所

伊勢崎 1616 多賀谷内科医院 伊勢崎市下道寺町143-1 診療所

伊勢崎 1656 下條内科ｸﾘﾆｯｸ 伊勢崎市連取町2010 診療所

伊勢崎 1670 塚越ｸﾘﾆｯｸ 伊勢崎市東本町105-9 診療所

伊勢崎 1671 石井皮フ科 伊勢崎市曲輪町24-33 診療所

伊勢崎 1719 原内科医院 伊勢崎市宮前町1114-1 診療所

伊勢崎 1721 児島医院 伊勢崎市今泉町2-418-5 診療所

伊勢崎 1729 平成クリニック 佐波郡玉村町上新田1,648 診療所

伊勢崎 1732 小暮内科クリニック 伊勢崎市三室町4413-1 診療所

伊勢崎 1767 内山皮膚科医院 伊勢崎市ひろせ町4115-6 診療所

伊勢崎 1768 阿美産婦人科医院 伊勢崎市鹿島町449-2 診療所

伊勢崎 1796 波志江医院 伊勢崎市波志江町2055-6 診療所

伊勢崎 1817 星野小児科医院 伊勢崎市下植木町980-66 診療所

伊勢崎 1824 諏訪内科医院 伊勢崎市国定町2丁目1835-2 診療所

伊勢崎 1842 余沢医院 伊勢崎市日乃出町5-5 診療所

伊勢崎 1844 徳江内科医院 伊勢崎市宮子町355 診療所

伊勢崎 1864 たんぽぽ小児科 伊勢崎市今泉町1-1213 診療所

伊勢崎 1875 金本肛門科医院 伊勢崎市鹿島町547 診療所

伊勢崎 1881 大井戸診療所 伊勢崎市東小保方町4005-1 診療所

伊勢崎 1884 小杉内科医院 伊勢崎市堀口町659-1 診療所

伊勢崎 1929 五十嵐医院下之宮出張所 佐波郡玉村町下之宮421-1 診療所
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伊勢崎 1930 ゆのきこどもクリニック 佐波郡玉村町福島501-11 診療所

伊勢崎 1945 古作ｸﾘﾆｯｸ 伊勢崎市日乃出町1351-8 診療所

伊勢崎 1951 古作クリニック韮塚分院 伊勢崎市連取町512 診療所

伊勢崎 1963 岡田内科医院 伊勢崎市波志江町4114-2 診療所

伊勢崎 2008 井田医院 伊勢崎市連取町595 診療所

伊勢崎 2016 上諏訪眼科クリニック 伊勢崎市上諏訪町1444-5 診療所

伊勢崎 2025 桒原医院 伊勢崎市稲荷町108 診療所

伊勢崎 2048 多賀谷耳鼻咽喉科医院 伊勢崎市連取町1691-3 診療所

伊勢崎 2057 望月内科医院 伊勢崎市国定町１丁目１１２２−１ 診療所

伊勢崎 2062 新田眼科 伊勢崎市連取町2349-1 診療所

伊勢崎 2069 斎藤内科医院 伊勢崎市本町5-1 診療所

伊勢崎 2132 佐藤小児科医院 伊勢崎市太田町1083-5 診療所

伊勢崎 2133 フクイ産婦人科クリニック 伊勢崎市下植木町553-3 診療所

伊勢崎 2145 木附整形外科医院 伊勢崎市鹿島町545-1 診療所

伊勢崎 2148 板垣整形外科医院 伊勢崎市東本町110-7 診療所

伊勢崎 2166 あおきクリニック 伊勢崎市馬見塚町1162-1 診療所

伊勢崎 2213 よこて皮膚科医院 佐波郡玉村町上之手2025-6 診療所

伊勢崎 2221 古作ｸﾘﾆｯｸ東分院 佐波郡東村田部井1979-3 診療所

伊勢崎 2224 伊勢崎たむら眼科 伊勢崎市上植木本町2652-4 診療所

伊勢崎 2252 南部眼科 佐波郡玉村町大字後筒216-1 診療所

伊勢崎 2262 めぐみクリニック 佐波郡玉村町大字下新田1119-6 診療所

伊勢崎 2272 石井皮フ科クリニック 伊勢崎市曲輪町22-10 診療所

伊勢崎 2292 鈴木医院 伊勢崎市八坂町5-8 診療所

伊勢崎 2296 アベ眼科医院 伊勢崎市上植木本町2518-2 診療所

伊勢崎 2304 すこやかクリニック 佐波郡玉村町大字小泉34 診療所

伊勢崎 2315 平野クリニック 伊勢崎市田中島町663-1 診療所

伊勢崎 2318 宇津木医院 佐波郡玉村町大字藤川198-2 診療所

伊勢崎 2369 古作クリニック玉村分院 佐波郡玉村町樋越１７８−７ 診療所

伊勢崎 2378 矢島耳鼻咽喉科医院 伊勢崎市本関町１１８０−１ 診療所

伊勢崎 2383 たまむら中央クリニック 佐波郡玉村町上之手１６３６−１ 診療所

伊勢崎 2384 岡本眼科クリニック 伊勢崎市西上之宮町１４０−１ 診療所

伊勢崎 2423 髙野眼科 伊勢崎市馬見塚町１１５８−１ 診療所

伊勢崎 2432 茂木医院 伊勢崎市野町７２−１ 診療所

伊勢崎 2445 やまだ眼科クリニック 伊勢崎市中央町１３−７ 診療所

伊勢崎 2460 Neoこどもクリニック 伊勢崎市茂呂町２丁目２８６９ 診療所

伊勢崎 2476 朋友産婦人科クリニック 伊勢崎市豊城町2360-2 診療所

伊勢崎 2484 小泉内科医院 伊勢崎市上植木本町2651-2 診療所

伊勢崎 2512 きたはらクリニック 伊勢崎市美茂呂町３７３７ 診療所

伊勢崎 2564 佐川医院 伊勢崎市緑町５－３ 診療所
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伊勢崎 2598 多賀谷整形外科 伊勢崎市連取町１９８９－３ 診療所

伊勢崎 2634 松澤外科医院 伊勢崎市上諏訪町２１１４－５ 診療所

伊勢崎 3281 山田内科クリニック 伊勢崎市大手町24-8 診療所

伊勢崎 3290 豊受診療所 伊勢崎市馬見塚町８６０－１ 診療所

伊勢崎 3319 松田医院 伊勢崎市田中島町１１８６ 診療所

伊勢崎 3393 岡本医院 伊勢崎市西上之宮町１３１－１ 診療所

伊勢崎 3418 いいじま心療クリニック 伊勢崎市宮子町９０８－２ 診療所

伊勢崎 3554 おない内科クリニック 伊勢崎市連取町１４２６−４ 診療所

伊勢崎 3557 片貝クリニック 伊勢崎市韮塚町１２０７－３ 診療所

伊勢崎 3590 セントラルクリニック伊勢崎 伊勢崎市粕川町１０５０－１ 診療所

伊勢崎 3598 橘香堂田島医院 伊勢崎市境東９７－１ 診療所

伊勢崎 3626 あらまき整形外科クリニック 伊勢崎市東小保方町3858-8 診療所

伊勢崎 3683 ひらが脳神経外科 佐波郡玉村町大字角渕字天神5067 診療所

伊勢崎 3834 安堀太田町クリニック 伊勢崎市太田町598-1 診療所

伊勢崎 3843 伊勢崎佐波医師会附属成人病検診センター診療所 伊勢崎市下植木町582 診療所

伊勢崎 3858 神林整形外科 伊勢崎市境新栄10-5 診療所

伊勢崎 3911 あかぼり高橋内科 伊勢崎市西久保町1-1361 診療所

伊勢崎 3951 宮崎クリニック 伊勢崎市今泉町１丁目１５８０ 診療所

伊勢崎 3991 神山クリニック 伊勢崎市今泉町１丁目４−１０ 診療所

伊勢崎 4014 ほそい医院 伊勢崎市波志江町2695番地1 診療所

伊勢崎 4021 さとう内科クリニック 伊勢崎市乾町233-1 診療所

伊勢崎 4109 整形外科むらぞえクリニック 佐波郡玉村町大字角淵5065番地1 診療所

伊勢崎 4127 おおたきクリニック 伊勢崎市境新栄10番地1 診療所

伊勢崎 4156 くわの木クリニック 佐波郡玉村町飯倉370-1　ルミエールいいくらA棟103号室 診療所

伊勢崎 4256 資生クリニック 佐波郡玉村町上茂木470-1 診療所

伊勢崎 4271 久保医院 伊勢崎市若葉町15番14号 診療所

伊勢崎 1748 設楽耳鼻咽喉科医院 伊勢崎市平和町25-30 診療所

伊勢崎 1765 かく眼科医院 伊勢崎市中央町4-7 診療所

伊勢崎 1865 小田島医院 伊勢崎市ひろせ町４０８３−４ 診療所

伊勢崎 1866 新生産婦人科医院 伊勢崎市茂呂町２丁目3500番地4 診療所

伊勢崎 1867 金田整形外科医院 伊勢崎市東町2658-3 診療所

伊勢崎 1880 飯野医院 伊勢崎市東町２５１７ 診療所

伊勢崎 1904 広瀬耳鼻咽喉科医院 伊勢崎市ひろせ町４０８４−６ 診療所

伊勢崎 1937 石原医院 伊勢崎市茂呂町1-552-2 診療所

伊勢崎 1950 渡辺内科クリニック 伊勢崎市連取元町23-2 診療所

伊勢崎 1970 田島医院 伊勢崎市堀下町１２８９ 診療所

伊勢崎 1974 本多外科医院 伊勢崎市東上之宮町３２１－１ 診療所

伊勢崎 2180 羽鳥こども医院 伊勢崎市南千木町２６８３ 診療所

伊勢崎 2195 坂口こども診療所 伊勢崎市東町２７６８−１ 診療所
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伊勢崎 2397 パルこどもクリニック 伊勢崎市連取町３３０３−２ 診療所

伊勢崎 2558 ゆうあいクリニック 伊勢崎市下触町757-3 診療所

伊勢崎 3245 ひかりクリニック 伊勢崎市間野谷町１１１４ 診療所

伊勢崎 3420 山崎整形外科内科医院 伊勢崎市堀口町１０６－１ 診療所

伊勢崎 3589 しおじまクリニック 伊勢崎市南千木町5227-7 診療所

伊勢崎 3612 やまぐち内科医院 伊勢崎市茂呂町2-3512-7 診療所

伊勢崎 3648 光石皮膚科医院 伊勢崎市南千木町5223-1 診療所

伊勢崎 3916 美原診療所 伊勢崎市大手町1-1 診療所

伊勢崎 4180 伊勢崎クリニック 伊勢崎市上植木本町2490番地1 診療所

伊勢崎 4185 みんなの伊勢崎クリニック 伊勢崎市境伊与久３２７９番地 診療所

伊勢崎 1066 脳血管研美原記念病院 伊勢崎市太田町366 病院

伊勢崎 1114 大島病院 伊勢崎市太田町508-1 病院

伊勢崎 1203 精神医療センター 伊勢崎市国定2-2374 病院

伊勢崎 1295 原病院 伊勢崎市境上武士８９８−１ 病院

伊勢崎 2268 せせらぎ病院 伊勢崎市市場町１丁目１３９９ 病院

伊勢崎 2305 正田医院 伊勢崎市境３８９−１ 病院

伊勢崎 3842 伊勢崎佐波医師会病院 伊勢崎市下植木町481 病院

伊勢崎 162 鶴谷病院 伊勢崎市境百々421 病院

伊勢崎 1543 伊勢崎福島病院 伊勢崎市鹿島町556-2 病院

伊勢崎 1764 石井病院 伊勢崎市波志江町１１５２ 病院

伊勢崎 1783 角田病院 佐波郡玉村町上新田675-4 病院

伊勢崎 2555 伊勢崎市民病院 伊勢崎市連取本町12-1 病院

伊勢崎 2559 石井病院 伊勢崎市波志江町1152 病院

伊勢崎 100 福田薬局 伊勢崎市西町１７ 薬局

伊勢崎 101 福島薬局 伊勢崎市本町４丁目１１５ 薬局

伊勢崎 231 松本ファーマシー 伊勢崎市連取町２３４８－１０ 薬局

伊勢崎 420 フォーユー薬局佐波東店 佐波郡東村小保方２７２０－１７ 薬局

伊勢崎 433 健晃堂調剤薬局 伊勢崎市太田町１４９－１　A-1 薬局

伊勢崎 469 アイン薬局伊勢崎店 伊勢崎市連取本町14-3 薬局

伊勢崎 503 いづみ屋薬局 佐波郡境町境３３３－２ 薬局

伊勢崎 505 オカゼリ薬局市民病院前店 伊勢崎市連取町１０４４－１ 薬局

伊勢崎 508 ドレミ・ファーマシー広瀬店 伊勢崎市茂呂町３７３８－３ 薬局

伊勢崎 509 合資会社福島薬局 伊勢崎市本町１５－６ 薬局

伊勢崎 510 にしきの薬局 佐波郡玉村町下新田２１９－７ 薬局

伊勢崎 511 いせさき調剤薬局 伊勢崎市緑町５－１ 薬局

伊勢崎 518 センター薬局伊勢崎店 伊勢崎市連取町１１８２－１ 薬局

伊勢崎 544 あじさい薬局 佐波郡玉村町上之手1635-5 薬局

伊勢崎 588 マルエ薬局東店 伊勢崎市東小保方町３９９５－２ 薬局

伊勢崎 2393 加藤薬局 伊勢崎市今井町２７１−２ 薬局
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伊勢崎 2426 松本ファーマシー玉村店 群馬県佐波郡玉村町後箇２０８−３ 薬局

伊勢崎 2467 けやき薬局 佐波郡東村東小保方4417-1 薬局

伊勢崎 2563 あらいふぁあましぃ－ 伊勢崎市今泉町１－１５８１ 薬局

伊勢崎 2574 うしくぼこどもクリニック 伊勢崎市連取町３０７３－６ 薬局

伊勢崎 2636 かみのて調剤薬局 佐波郡玉村町上之手２０２５－５ 薬局

伊勢崎 2644 辻薬局 伊勢崎市本町4-23 薬局

伊勢崎 2646 みやこ薬局 伊勢崎市宮子町６５９－４ 薬局

伊勢崎 2647 有限会社中央薬局 伊勢崎市中央町４－９ 薬局

伊勢崎 3196 アリス薬局 伊勢崎市上諏訪町１５２１－１ 薬局

伊勢崎 3197 カワチ薬局伊勢崎西店 伊勢崎市連取町１３０９－１ 薬局

伊勢崎 3211 プラザ薬局 伊勢崎市富塚町２６４−２ 薬局

伊勢崎 3321 わかば薬局韮塚店 伊勢崎市韮塚町４６０－８ 薬局

伊勢崎 3370 エコー薬局 伊勢崎市今泉町1-4-11 薬局

伊勢崎 3402 オリーブ薬局伊勢崎堀口町 伊勢崎市堀口町字飯玉１０７ー４ 薬局

伊勢崎 3434 うえはす調剤薬局 伊勢崎市上植木本町２６６４－６ 薬局

伊勢崎 3553 ラポール薬局 伊勢崎市宮子町９０８－３ 薬局

伊勢崎 3635 つくし薬局 伊勢崎市鹿島町544-3 薬局

伊勢崎 3682 エース調剤薬局 佐波郡玉村町大字角渕5066-3 薬局

伊勢崎 3828 オハナ薬局　若葉町店 伊勢崎市若葉町15-2 薬局

伊勢崎 3845 かえで薬局　伊勢崎太田町 伊勢崎市安堀町１９０４−６ 薬局

伊勢崎 3917 メルモ薬局 伊勢崎市連取町3073-12 薬局

伊勢崎 3946 クスリのアオキ寿薬局 伊勢崎市西田町67-1 薬局

伊勢崎 3950 くるみ薬局 伊勢崎市粕川町1051-4 薬局

伊勢崎 3955 クスリのアオキ今泉薬局 伊勢崎市今泉町１丁目１２０４ 薬局

伊勢崎 3956 吉山薬局　喜多町店 伊勢崎市喜多町1-8 薬局

伊勢崎 3992 ひごし薬局 佐波郡玉村町大字樋越１７６－４ 薬局

伊勢崎 3997 メイプル薬局 伊勢崎市下触町７５７－５ 薬局

伊勢崎 4004 実孝薬局 佐波郡玉村町上新田１５７－２ 薬局

伊勢崎 4007 いきいき薬局伊勢崎境店 伊勢崎市境新栄10-24 薬局

伊勢崎 4012 あじさい薬局 群馬県佐波郡玉村町大字上之手1635-5 薬局

伊勢崎 4018 クスリのアオキ宮子薬局 伊勢崎市宮子町3469-19 薬局

伊勢崎 4058 アイセイ薬局　あずま店 伊勢崎市東町2659-2 薬局

伊勢崎 4077 （有）タカノ薬局　北店 伊勢崎市波志江町2779-6 薬局

伊勢崎 4093 かりん薬局 伊勢崎市大正寺町111-10 薬局

伊勢崎 4097 クスリのアオキ連取薬局 伊勢崎市連取町１６６７番１ 薬局

伊勢崎 4100 オルゴール薬局 佐波郡玉村町上茂木472-3 薬局

伊勢崎 4103 オルゴール薬局 佐波郡玉村町上茂木４７２－３ 薬局

伊勢崎 4134 クスリのアオキ伊勢崎境薬局 伊勢崎市境栄793番地 薬局

伊勢崎 4144 あずまみまもり薬局 伊勢崎市三室町４０１１－６ 薬局
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伊勢崎 4145 五ツ星薬局 伊勢崎市連取本町11-5 薬局

伊勢崎 4148 マルエ薬局昭和店 伊勢崎市昭和町1886-1 薬局

伊勢崎 4151 アイン薬局　伊勢崎はしえ店 伊勢崎市波志江町1152 薬局

伊勢崎 4165 ファイン薬局　連取本町 伊勢崎市連取本町13-1 薬局

伊勢崎 4171 連取中央薬局 伊勢崎市連取本町１１-６ 薬局

伊勢崎 4181 センター薬局 伊勢崎市連取本町11番地5 薬局

伊勢崎 4198 アイン薬局伊勢崎曲輪店 伊勢崎市曲輪24-31 薬局

伊勢崎 4205 クスリのアオキ伊勢崎昭和町薬局 伊勢崎市昭和町３８１２番地 薬局

伊勢崎 4214 クスリのアオキ東小保方薬局 伊勢崎市東小保方町3503番地 薬局

伊勢崎 4220 マルエ薬局玉村福島店 佐波郡玉村町福島７８－６ 薬局

伊勢崎 4224 オハナ薬局若葉町店 伊勢崎市若葉町１５－２ 薬局

伊勢崎 4229 メロディー薬局 伊勢崎市茂呂町二丁目3502-1 薬局

伊勢崎 4234 ウイン調剤薬局ひろせ店 伊勢崎市ひろせ町4081-6 薬局

伊勢崎 4238 イムノファーマシー伊勢崎店 伊勢崎市間野谷町1107 薬局

伊勢崎 4257 ベース薬局 伊勢崎市東本町110-22 薬局

伊勢崎 4262 くりけ薬局 伊勢崎市山王町317-7 薬局

伊勢崎 4273 ウエルシア薬局　伊勢崎赤堀店 伊勢崎市赤堀鹿島町1639-1 薬局

伊勢崎 97 板倉屋薬局 伊勢崎市境４２１ 薬局

伊勢崎 246 （有）平成薬局下植木店 伊勢崎市下植木町６３３−１ 薬局

伊勢崎 506 中田薬局 伊勢崎市上植木本町2691-1 薬局

伊勢崎 2490 そうごう薬局国定店 伊勢崎市市場町２丁目１７０９ 薬局

伊勢崎 2499 共創未来　佐波東薬局 伊勢崎市東町2720-17 薬局

伊勢崎 2500 共創未来　くにさだ薬局 伊勢崎市国定町1-1178-3 薬局

伊勢崎 2502 共創未来　大手町薬局 伊勢崎市大手町20-11 薬局

伊勢崎 2573 パルこどもクリニック 伊勢崎市連取町3303-2 薬局

伊勢崎 2633 フロンティア薬局　赤堀店 伊勢崎市市場町１丁目１４０５ 薬局

伊勢崎 2645 あすなろ薬局 伊勢崎市連取町３０８４－９ 薬局

伊勢崎 3287 ウエルシア薬局玉村店 佐波郡玉村町上飯島２７５ 薬局

伊勢崎 3333 クオール薬局伊勢崎店 伊勢崎市韮塚町４６０−８ 薬局

伊勢崎 3359 富士薬局　日乃出店 伊勢崎市日乃出町1308-1 薬局

伊勢崎 3382 有限会社ツカサ薬局　東小保方店 伊勢崎市今泉町１丁目４−１１ 薬局

伊勢崎 3558 コスモファーマ薬局　西久保店 伊勢崎市西久保町２－３６６－１ 薬局

伊勢崎 3628 コスモファーマ薬局小保方店 伊勢崎市東小保方町3858-10 薬局

伊勢崎 3670 そうごう薬局　境東店 伊勢崎市境東220-7 薬局

伊勢崎 3810 ファーコス薬局　アイキュー 伊勢崎市南千木町5226-11 薬局

伊勢崎 3811 ファーコス薬局　玉村 佐波郡玉村町大字板井105-4 薬局

伊勢崎 3812 ファーコス薬局　伊勢崎 伊勢崎市南千木町5225-6 薬局

伊勢崎 3824 クスリのアオキ南千木薬局 伊勢崎市南千木町2562-1 薬局

伊勢崎 3848 そうごう薬局　伊勢崎店 伊勢崎市上諏訪町2011-2 薬局
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伊勢崎 3856 ファーコス薬局　しょうわ 伊勢崎市昭和町1687-6 薬局

伊勢崎 3874 アイセイ薬局　伊勢崎店 伊勢崎市境百々171-8 薬局

伊勢崎 3882 なの花薬局 伊勢崎昭和町店 伊勢崎市昭和町1687-3 薬局

伊勢崎 3883 クスリのアオキ田部井薬局 伊勢崎市田部井町2-534-1 薬局

伊勢崎 3893 共創未来　かけづか薬局 伊勢崎市太田町421 薬局

伊勢崎 3895 アイセイ薬局　伊勢崎境店 伊勢崎市境390 薬局

伊勢崎 3899 コスモファーマ薬局 波志江店 伊勢崎市波志江町4113-16 薬局

伊勢崎 3903 ウエルシア薬局伊勢崎宮子店 伊勢崎市宮子町3521-2 薬局

伊勢崎 3908 ウエルシア薬局玉村下新田店 佐波郡玉村町下新田743-2 薬局

伊勢崎 3949 ファーコス薬局 南千木 伊勢崎市南千木町5216-2 薬局

伊勢崎 3977 ウエルシア薬局伊勢崎市場店 伊勢崎市市場町２－８５０－９ 薬局

伊勢崎 3978 ウエルシア薬局伊勢崎境町店 伊勢崎市境下武士２６８８ 薬局

伊勢崎 3979 ベイシア薬局　伊勢崎駅前店 伊勢崎市 都市計画事業伊勢崎駅周辺第一土地区画整理事業2-1街区2-10 薬局

伊勢崎 4011 共創未来　伊勢崎中央店 伊勢崎市大手町2-14 薬局

伊勢崎 4022 ウィン調剤薬局伊勢崎店 伊勢崎市乾町233-2 薬局

伊勢崎 4098 クオール薬局伊勢崎店 伊勢崎市下植木町457-1 薬局

伊勢崎 4129 つばさ薬局茂呂店 伊勢崎市茂呂町1丁目552-3 薬局

伊勢崎 4132 さくら薬局　伊勢崎国定店 伊勢崎市国定町二丁目2019番地3 薬局

伊勢崎 4136 匠伴薬局 伊勢崎市美茂呂町4085-1 薬局

伊勢崎 4173 つばさ薬局安堀店 伊勢崎市安堀町１８６５－１０ 薬局

安中 2179 藤巻医院 安中市松井田町松井田556 診療所

安中 2289 有坂内科医院 安中市安中1-29-1 診療所

安中 3447 なぐも眼科 安中市安中２－１３－１ 診療所

安中 3981 みやぐち医院 安中市原市３８７５ 診療所

安中 4051 あやこまごころ診療所 安中市磯部４丁目13番18号 診療所

安中 750 正田病院 安中市安中1-16-32 病院

安中 2199 須藤病院 安中市安中3-25-13 病院

安中 176 伊勢屋辻中薬局 安中市松井田町松井田乙437 薬局

安中 178 松井田薬局 安中市松井田町新堀10 薬局

安中 459 松江堂薬局 安中市安中２－５－１１ 薬局

安中 466 伊勢屋辻中薬局 安中市松井田町松井田乙４３７ 薬局

安中 541 ひまわり薬局 安中市中宿桐ノ木2154-2 薬局

安中 3827 オハナ薬局　松井田店 安中市松井田町松井田字中町北606-2 薬局

安中 3837 オハナ薬局　人見店 安中市松井田町人見字思川1103-7 薬局

安中 4121 なの花薬局　うすい店 安中市原市１丁目１２−３５ 薬局

安中 4212 ウエルシア薬局　松井田八城店 安中市 松井田町八城310-4 薬局

安中 4225 オハナ薬局松井田店 安中市松井田町松井田字中町北６０６－２ 薬局

安中 4226 オハナ薬局人見店 安中市松井田町人見字思川１１０３－７ 薬局

安中 174 アミヤ薬局 安中市原市１－１４－２４　 薬局
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安中 489 つばさ薬局 安中市安中１－１１－１９ 薬局

安中 2441 そうごう薬局安中店 安中市原市１丁目９−１１ 薬局

安中 2453 調剤薬局　くすりのはぎわら 安中市原市１丁目９−１２ 薬局

安中 3582 ダリヤ安中薬局 安中市岩井２４６４－３ 薬局

安中 3814 ウエルシア薬局安中店 安中市 安中4-8-12 薬局

安中 3819 ファーコス薬局　めだか 安中市下磯部１０１８−１ 薬局

安中 3660 ウイン調剤薬局　松井田店 安中市松井田町松井田 薬局

安中 4091 さくら薬局　安中原市店 安中市原市６２６−１ 薬局

安中 4092 さくら薬局　安中下磯部店 安中市下磯部１００８－２ 薬局

藤岡 248 中島医院 藤岡市藤岡111 診療所

藤岡 926 松山医院 藤岡市藤岡804-11 診療所

藤岡 1171 上野村へき地診療所 多野郡上野村乙父631 診療所

藤岡 1416 中田医院 藤岡市藤岡1144-3 診療所

藤岡 1775 藤彩会斉藤医院 藤岡市藤岡1545-17 診療所

藤岡 1776 藤岡外科医院 藤岡市中栗須238-1 診療所

藤岡 2017 山崎外科医院 藤岡市藤岡2351 診療所

藤岡 2204 原内科クリニック 藤岡市下戸塚33-1 診療所

藤岡 2256 島田クリニック 藤岡市中大塚172-7 診療所

藤岡 2338 飯塚クリニック 藤岡市下戸塚185-4 診療所

藤岡 2390 光クリニック 藤岡市藤岡2987 診療所

藤岡 2431 松岡内科医院 藤岡市藤岡446-5 診療所

藤岡 2629 アイリス診療所 藤岡市森２６４－４ 診療所

藤岡 2632 秋山医院 藤岡市小林７４８－８ 診療所

藤岡 3210 万場診療所 多野郡神流町万場大字万場４４－３ 診療所

藤岡 3237 中島整形外科クリニック 藤岡市藤岡１７６０－４ 診療所

藤岡 3259 しののめクリニック 藤岡市中栗須４８５－５ 診療所

藤岡 3298 やまうち内科 藤岡市藤岡４２４－７ 診療所

藤岡 3443 田原内科クリニック 藤岡市藤岡６９４－１ 診療所

藤岡 3587 深沢内科医院 藤岡市上戸塚１４２－１ 診療所

藤岡 3906 戸塚クリニック 藤岡市上栗須63-1 診療所

藤岡 2349 石川医院 藤岡市立石560 -1 診療所

藤岡 2357 神流町国民健康保険直営中里診療所 多野郡神流町神ヶ原430-1 診療所

藤岡 1606 篠塚病院 藤岡市篠塚105-1 病院

藤岡 2353 光病院 藤岡市本郷1045 病院

藤岡 2635 鬼石病院 藤岡市鬼石１３９－１ 病院

藤岡 243 公立藤岡総合病院 藤岡市中栗須813番地１ 病院

藤岡 1668 くすの木病院 藤岡市藤岡607-22 病院

藤岡 165 大和屋薬局 藤岡市藤岡３７５ 薬局

藤岡 170 福本薬局 多野郡神流町万場３０ 薬局
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藤岡 171 戸塚薬局 藤岡市鬼石５３０ 薬局

藤岡 193 星野薬局 藤岡市藤岡３－５１ 薬局

藤岡 283 戸塚薬局 藤岡市鬼石５３０ 薬局

藤岡 285 西須薬局 藤岡市藤岡３６３ 薬局

藤岡 478 みどり薬局 藤岡市上大塚３３０－２１ 薬局

藤岡 516 カワチ薬局藤岡店 藤岡市中字沖９２４－１ 薬局

藤岡 537 アイケイ薬局藤岡店 藤岡市中栗須779-12 薬局

藤岡 548 横田薬局 藤岡市藤岡1146-1 薬局

藤岡 591 薬の駅調剤薬局かんな店 藤岡市下戸塚183-2 薬局

藤岡 2511 ミドリ十字薬局 藤岡市森264-6 薬局

藤岡 3566 山崎調剤薬局 藤岡市上戸塚１４１－６ 薬局

藤岡 3652 すばる薬局　みどり店 藤岡市下大塚180-1 薬局

藤岡 3881 あさひ調剤薬局 藤岡市藤岡623-18 薬局

藤岡 4013 プラス薬局　藤岡白石店 藤岡市白石829-5 薬局

藤岡 4104 よつば薬局 藤岡市藤岡５１６－７ 薬局

藤岡 4105 藤岡調剤薬局 藤岡市藤岡５９０－１４ 薬局

藤岡 4118 未来薬局　藤岡店 藤岡市藤岡字北ノ原877-5 薬局

藤岡 4125 クスリのアオキ藤岡薬局 藤岡市藤岡996-1 薬局

藤岡 4140 ウエルシア薬局　藤岡北ノ原店 藤岡市藤岡741番地1 薬局

藤岡 4143 さくら薬局　藤岡店 藤岡市藤岡1678-6 薬局

藤岡 4146 あいおいクリニック 藤岡市藤岡2113番地1 薬局

藤岡 4157 アイリス薬局　藤岡店 藤岡市藤岡2110-2 薬局

藤岡 4164 戸塚薬局　本町店 藤岡市鬼石131-1 薬局

藤岡 4174 たの薬局 藤岡市中大塚１８３-５ 薬局

藤岡 4175 のぐち薬局 藤岡市藤岡８０３-２ 薬局

藤岡 4211 ファーブ薬局　藤岡店 藤岡市藤岡190-4 薬局

藤岡 4230 スギ薬局　フィール藤岡店 群馬県藤岡市中栗須３９０番地 薬局

藤岡 4232 クスリのアオキ藤岡中央薬局 群馬県藤岡市藤岡８３１－１ 薬局

藤岡 4239 くりす調剤薬局 群馬県藤岡市中栗須586-1 薬局

藤岡 4253 藤岡中央薬局 藤岡市森字滝川351-2 薬局

藤岡 4254 薬の駅調剤薬局　くりす店 藤岡市中栗須759 薬局

藤岡 4261 かんな薬局 藤岡市森68-6 薬局

藤岡 4279 コスモス薬局　藤岡店 藤岡市藤岡１７６４番地１ 薬局

藤岡 168 西須薬局 藤岡市藤岡363番地 薬局

藤岡 277 あすか薬局 藤岡市本郷1108-8 薬局

藤岡 502 ファーコス薬局　せせらぎ 藤岡市鬼石１４５－１ 薬局

藤岡 599 あすか薬局　中栗須店 藤岡市中栗須486-1 薬局

藤岡 3850 そうごう薬局　藤岡店 藤岡市岡之郷清水685-3 薬局

藤岡 3958 バンビ薬局 藤岡市中栗須340-1 薬局
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藤岡 3988 とうぶばし薬局 藤岡市小林中免811-2 薬局

藤岡 4264 みかぼ調剤薬局 藤岡市中栗須字道下780-1 薬局

富岡 396 神部医院 富岡市富岡1122 診療所

富岡 867 明瞳眼科クリニック 富岡市富岡1112 診療所

富岡 1078 石川胃腸科医院 富岡市富岡77-1 診療所

富岡 1259 須藤医院 富岡市七日市1083-1 診療所

富岡 1429 本宿診療所 甘楽郡下仁田町本宿3712-3 診療所

富岡 1470 中野整形外科医院 富岡市富岡953 診療所

富岡 1535 村田内科医院 富岡市一の宮162-1 診療所

富岡 1664 清隆会佐藤医院 甘楽郡下仁田町下仁田550-2 診療所

富岡 1820 小幡医院 甘楽郡甘楽町小幡966 診療所

富岡 2060 奥村クリニック 甘楽町福島750-2 診療所

富岡 2158 大沢クリニック 甘楽郡下仁田町馬山5915 診療所

富岡 2294 宮崎医院 富岡市下高瀬298-7 診療所

富岡 2298 原医院 甘楽郡甘楽町大字金井南453 診療所

富岡 2475 えのもと整形外科 富岡市七日市 診療所

富岡 2589 阪本耳鼻咽喉科医院 富岡市富岡１０７８ 診療所

富岡 2607 富岡クリニック 富岡市曾木３１２－１ 診療所

富岡 3201 奥村小児科内科医院 富岡市七日市１１２７ 診療所

富岡 3227 滝田医院 富岡市富岡１４７３－８ 診療所

富岡 3228 富岡成清医院 富岡市七日市５９９－６ 診療所

富岡 3428 もみの木こどもクリニック 甘楽郡甘楽町福島８１８－４ 診療所

富岡 3596 たけべ医院 富岡市一ノ宮１６３５ 診療所

富岡 3616 高井クリニック 富岡市富岡3074-1 診療所

富岡 3841 ゆうあい整形外科 群馬県富岡市曽木543 診療所

富岡 3221 久保田クリニック 富岡市中高瀬１３８－１ 診療所

富岡 100 民善会細谷病院 富岡市富岡１３７５ 病院

富岡 102 医療法人協和会アライクリニック 富岡市富岡1423 病院

富岡 1334 西毛病院 富岡市神農原559-1 病院

富岡 4078 公立富岡総合病院 富岡市富岡2073-1 病院

富岡 4086 富岡地域医療企業団 公立七日市病院 富岡市七日市643 病院

富岡 1413 下仁田厚生病院 甘楽郡下仁田町大字下仁田４０９ 病院

富岡 172 小出商店 富岡市富岡１１５５ 薬局

富岡 251 サマタ薬局 富岡市富岡１１２９ 薬局

富岡 266 奥貫薬局 富岡市一ノ宮１７１７ 薬局

富岡 267 富岡調剤薬局 富岡市富岡２５８８－９ 薬局

富岡 268 名和薬局 富岡市富岡１０４３ 薬局

富岡 387 イワザキ薬局 富岡市七日市１１３４－１ 薬局

富岡 388 中村薬局　 富岡市富岡１０６９ 薬局
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富岡 418 おの薬局 富岡市相野田４５４－４ 薬局

富岡 444 カワチ薬局富岡店 富岡市富岡2106-1 薬局

富岡 535 ハタ調剤薬局 富岡市七日市639-1 薬局

富岡 3295 ハタ調剤薬局 富岡市七日市６３９－１ 薬局

富岡 3320 このは薬局カインズ店 甘楽郡甘楽町福島８１１ 薬局

富岡 3322 アイケイ薬局富岡店 富岡市富岡２０５５－１ 薬局

富岡 3688 シルクロード薬局 富岡市富岡2654-4 薬局

富岡 3970 てしがわら薬局 富岡市曽木４６９－１ 薬局

富岡 3973 ファイン薬局　富岡 富岡市富岡１４２４－８ 薬局

富岡 3982 クスリのアオキ富岡薬局 富岡市富岡１３４６－６ 薬局

富岡 4002 鈴薬局下仁田店 甘楽郡下仁田町下仁田４０７－８ 薬局

富岡 4035 りぼん薬局　新屋店 甘楽郡甘楽町金井452-2 薬局

富岡 4138 くわの実調剤薬局 富岡市富岡52-1 薬局

富岡 4218 ウエルシア薬局　富岡七日市店 富岡市七日市３８７番地 薬局

富岡 4236 さんくふる薬局 甘楽郡下仁田町大字下仁田405-3 薬局

富岡 4263 マルエ薬局甘楽福島店 甘楽郡甘楽町福島823-1 薬局

富岡 264 アミヤ薬局 富岡市富岡１１１５ 薬局

富岡 271 大井田薬局下仁田本店 甘楽郡下仁田町下仁田３５８ 薬局

富岡 2114 カシワヤ薬局 甘楽郡下仁田町下仁田２５１ 薬局

富岡 528 かのはら薬局 富岡市神農原５６７－４ 薬局

富岡 2588 共創未来　東富岡薬局 富岡市富岡3074-2 薬局

富岡 3222 共創未来 たかせ薬局 富岡市中高瀬139番地2 薬局

富岡 3292 かんら調剤薬局 甘楽郡甘楽町福島１１２－１ 薬局

富岡 3666 共創未来　七日市薬局 富岡市七日市字本田448番1 薬局

富岡 3872 ウエルシア薬局下仁田店 甘楽郡下仁田町下仁田388-1 薬局

富岡 3986 トリム薬局　富岡店 富岡市富岡２６５５－１ 薬局

富岡 4119 さくら薬局　甘楽白倉店 甘楽郡甘楽町白倉627番地1 薬局

吾妻 124 加地医院 吾妻郡東吾妻町原町634-1 診療所

吾妻 295 吾妻郡東村国民健康保険診療所 吾妻郡東吾妻町箱島1,266-2 診療所

吾妻 1280 長野原町へき地診療所 吾妻郡長野原町応桑1,451-2 診療所

吾妻 1355 小池医院 吾妻郡東吾妻町岩下1,749 診療所

吾妻 1358 四万へき地診療所 吾妻郡中之条町四万3,880 診療所

吾妻 2137 桜井クリニック 吾妻郡嬬恋村西窪30-3 診療所

吾妻 2299 後藤医院 吾妻郡中之条町大字西中之条643-2 診療所

吾妻 2355 中山診療所 吾妻郡高山村大字中山230-1 診療所

吾妻 2514 櫻井医院 吾妻郡長野原町長野原1585-1 診療所

吾妻 3240 桑原整形外科クリニック 吾妻郡中之条町中之条町９５６ 診療所

吾妻 3403 布施医院 吾妻郡草津町大字草津４６２－５８ 診療所

吾妻 3576 くりはら医院 吾妻郡東吾妻町原町５７２－１ 診療所
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吾妻 2005 大戸診療所 吾妻郡東吾妻町大字大戸13-1 診療所

吾妻 3610 六合診療所 吾妻郡中之条町大字入山1478-5 診療所

吾妻 1281 温泉研究所附属沢渡病院 吾妻郡中之条町上沢渡2136 病院

吾妻 1902 田島病院 吾妻郡中之条町中之条1,782 病院

吾妻 2306 けんもち病院 吾妻郡中之条町大字伊勢町８３７－１ 病院

吾妻 2312 西吾妻福祉病院 吾妻郡長野原町大字大津746-4 病院

吾妻 3651 吾妻さくら病院 吾妻郡中之条町大字伊勢町782-1 病院

吾妻 331 原町赤十字病院 吾妻郡東吾妻町大字原町698 病院

吾妻 190 芳桂堂薬局 吾妻郡中之条町伊勢町８６０－１ 薬局

吾妻 572 宮前薬局 吾妻郡長野原町大字長野原152 薬局

吾妻 2375 ゆたか薬局 吾妻郡中之条町大字伊勢町1334-1 薬局

吾妻 3806 スマイル調剤薬局 吾妻郡中之条町伊勢町756-1 薬局

吾妻 3965 坂上薬局 吾妻郡東吾妻町大字大戸１７０－３ 薬局

吾妻 4177 マルエ薬局中之条店 吾妻郡中之条町伊勢町16-5 薬局

吾妻 184 養神堂薬局 吾妻郡草津町草津３６６ 薬局

吾妻 543 ファーコス薬局　羽根尾 吾妻郡長野原町羽根尾字暮坪713-4 薬局

吾妻 557 フロンティア薬局　原町店 吾妻郡東吾妻町原町６５１ 薬局

吾妻 3340 アイン薬局　群馬原町店 吾妻郡東吾妻町大字原町５９１ 薬局

吾妻 3358 日本調剤　原町薬局 吾妻郡東吾妻町大字原町６４８ 薬局

吾妻 3623 アイン薬局　長野原店 吾妻郡長野原町大字大津字西原240-7 薬局

吾妻 3654 ウイン調剤薬局中之条店 吾妻郡中之条町西中之条726-3 薬局

吾妻 3781 ファーコス薬局 ほほえみ 吾妻郡嬬恋村大字西窪字前河原655-2 薬局

吾妻 3829 そうごう薬局　中之条店 吾妻郡中之条町大字中之条町1784－4 薬局

吾妻 4033 坂上薬局 吾妻郡東吾妻町大字大戸170番地3 薬局

利根沼田 185 金子医院 沼田市白沢町平出765 診療所

利根沼田 187 星野医院 利根郡片品村鎌田3973 診療所

利根沼田 933 塩崎医院 沼田市清水町4211 診療所

利根沼田 973 沼田眼科医院 沼田市東倉内町282-4 診療所

利根沼田 976 松田耳鼻咽喉科医院 沼田市東原新町1538-17 診療所

利根沼田 1071 山本医院 利根郡みなかみ町湯宿温泉573 診療所

利根沼田 1125 順愛会角田外科医院 沼田市上原町1555-3 診療所

利根沼田 1186 石田医院 沼田市馬喰町1214 診療所

利根沼田 1207 藤塚医院 沼田市下川田町530 診療所

利根沼田 1230 久保産婦人科医院 沼田市高橋場町2031-4 診療所

利根沼田 1331 こうだ医院 沼田市材木町156 診療所

利根沼田 1635 田中内科医院 利根郡みなかみ町新巻土井33-1 診療所

利根沼田 1665 光整形外科医院 沼田市東倉内町219-8 診療所

利根沼田 1746 白根クリニック 沼田市薄根町3300-1 診療所

利根沼田 1838 矢内整形外科医院 沼田市薄根町字天水4062-3 診療所
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利根沼田 1847 利根保健生協片品診療所 利根郡片品村鎌田3,946-26 診療所

利根沼田 2267 皇海診療所 沼田市利根町大字大楊969-2 診療所

利根沼田 2440 水上医院 利根郡みなかみ町鹿野沢乙１９６番地 診療所

利根沼田 2612 青木クリニック 沼田市高橋場町２０４８－３ 診療所

利根沼田 3296 武田メンタルクリニック 沼田市横塚町１１８１－１ 診療所

利根沼田 3442 しめぎ整形外科クリニック 沼田市柳町２５６３－１２ 診療所

利根沼田 3560 沼田クリニック 沼田市栄町６１－３ 診療所

利根沼田 3631 いきいきクリニック 沼田市久屋原町340-3 診療所

利根沼田 3653 つのだ医院 沼田市久屋原町114-1 診療所

利根沼田 3796 森下診療所 利根郡昭和村森下1024 診療所

利根沼田 1791 川場診療所 利根郡川場村谷地2,077-1 診療所

利根沼田 1553 月夜野病院 利根郡みなかみ町真庭316 病院

利根沼田 1891 上牧温泉病院 利根郡月みなかみ町石倉198-2 病院

利根沼田 4041 沼田病院 沼田市上原町1551番地の4 病院

利根沼田 1366 利根中央病院 沼田市沼須町９１０－１ 病院

利根沼田 1463 群馬パース病院 利根郡川場村大字生品1861 病院

利根沼田 2458 大誠会内田病院 沼田市久屋原町345番地1 病院

利根沼田 3561 沼田脳神経外科循環器科病院 沼田市栄町８ 病院

利根沼田 126 生方薬局 沼田市東倉内町２００−２ 薬局

利根沼田 128 マミヤ薬局 沼田市高橋場町３１５−２ 薬局

利根沼田 129 桑原薬局 沼田市西原新町１６５ 薬局

利根沼田 132 健康堂薬局 沼田市西倉内町６８５－７ 薬局

利根沼田 134 今井薬局 沼田市薄根町４１４２−１０ 薬局

利根沼田 136 長寿堂薬局 利根郡みなかみ町湯原７１１ 薬局

利根沼田 376 山田調剤薬局 沼田市東原新町乙１８５５ 薬局

利根沼田 379 宮前薬局上原店 沼田市上原町１８０１－２２ 薬局

利根沼田 491 メディスタッフしらかば薬局 沼田市東原新町１５４８－１ 薬局

利根沼田 3575 ラベンダー薬局 沼田市柳町２５５９－７ 薬局

利根沼田 3636 かみもく調剤薬局 利根郡みなかみ町石倉280-2 薬局

利根沼田 3907 カワチ薬局沼田店 沼田市恩田町585 薬局

利根沼田 3993 カワチ薬局　沼田東店 沼田市久屋原町３１１－１ 薬局

利根沼田 4059 リーフ薬局　横塚町店 沼田市横塚町1181-1 薬局

利根沼田 4071 山田調剤薬局利根中央店 沼田市沼須町996-1 薬局

利根沼田 4160 クスリのアオキ高橋場薬局 沼田市高橋場町304番地14 薬局

利根沼田 4182 アップル薬局ビバタウン店 沼田市東原新町1468-5 薬局

利根沼田 380 宮前薬局 沼田市下之町甲１０２２ 薬局

利根沼田 481 アップル薬局ほたか店 利根郡川場村生品１８４４ 薬局

利根沼田 2483 そうごう薬局新治店 みなかみ町布施563-2 薬局

利根沼田 2565 アップル薬局中央店 沼田市下久屋町９４６番地１ 薬局
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利根沼田 3278 そうごう薬局沼田店 沼田市久屋原町３３６－６ 薬局

利根沼田 3388 ウエルシア薬局沼田バイパス店 沼田市高橋場町２１９０－１ 薬局

利根沼田 3607 さくら薬局　月夜野店 利根郡みなかみ町真庭304-1 薬局

利根沼田 3878 ウエルシア薬局沼田店 沼田市東原新町1831-1 薬局

利根沼田 3974 そうごう薬局　利根中央店 沼田市沼須町９９２－１ 薬局

利根沼田 3980 ウエルシア薬局沼田栄町店 沼田市栄町２２１－３ 薬局

太田 383 春日医院 太田市本町32-12 診療所

太田 651 横室医院 太田市尾島町尾島112 診療所

太田 911 成田医院 太田市東本町12-17 診療所

太田 913 藤生眼科医院 太田市浜町3-31 診療所

太田 969 伊藤産婦人科外科医院 太田市飯田町960 診療所

太田 971 岩崎医院 太田市新井町206 診療所

太田 1070 堀越医院 太田市鳥山町871-1 診療所

太田 1278 ふじあく医院 太田市藤阿久町333-1 診療所

太田 1286 杉田内科医院 太田市鳥山1536-3 診療所

太田 1339 大沢内科小児科医院 太田市新田木崎町817 診療所

太田 1343 小島医院 太田市熊野町8-2 診療所

太田 1345 宝診療所 太田市宝町379 診療所

太田 1352 鳥山医院 太田市鳥山町668 診療所

太田 1486 田口医院 太田市小舞木町213 診療所

太田 1594 椎名内科医院 太田市矢場新町118-2 診療所

太田 1655 五十嵐医院 太田市大原町701 診療所

太田 1795 星野内科胃腸科医院 太田市東矢島町776-5 診療所

太田 1801 石川皮膚泌尿器科 太田市東本町53-65 診療所

太田 1813 鹿山整形外科医院 太田市飯田町1098 診療所

太田 1829 太田東こども＆おとな診療所 太田市龍舞町1291-1 診療所

太田 1836 有坂医院 太田市龍舞町2072 診療所

太田 1874 綿打診療所 太田市新田上田中町556 診療所

太田 1917 杉立医院 太田市台之郷1713-1 診療所

太田 1948 伊藤内科小児科クリニック 太田市飯塚町68-1 診療所

太田 1952 鈴木医院 太田市新田早川町343 診療所

太田 1957 山口外科医院 太田市西本町59-11 診療所

太田 1994 馬場医院 太田市高林東町1688 診療所

太田 2018 中野医院 太田市成塚150-85 診療所

太田 2049 こばやし小児科内科医院 太田市東本町40-30 診療所

太田 2050 平原医院 太田市小舞木町226 診療所

太田 2063 坂本胃腸科医院 太田市大原1061-9 診療所

太田 2139 宝田医院 太田市新田上江田町１０６４ 診療所

太田 2198 山口医院 太田市台之郷町257 診療所
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太田 2201 木崎クリニック 太田市新田木崎1114-3 診療所

太田 2265 石井整形外科医院 太田市藪塚町1507-6 診療所

太田 2322 高沢胃腸科外科 太田市新井町567-1 診療所

太田 2331 はりがや眼科 太田市小舞木町423 診療所

太田 2336 くろいわ内科・呼吸器科クリニック 太田市上田島町949-7 診療所

太田 2361 まえはら耳鼻咽喉科クリニック 太田市下小林町１９２−１ 診療所

太田 2392 小林クリニック 太田市世良田町 診療所

太田 2421 渡辺クリニック 太田市飯田町９８５ 診療所

太田 2488 荻野整形外科クリニック 太田市南矢島町467-2 診療所

太田 2604 下浜田クリニック 太田市下浜田町１２６４－１ 診療所

太田 3199 土屋クリニック 太田市細谷町１４０５－２ 診療所

太田 3238 金子クリニック 太田市岩瀬川町４７１－５ 診療所

太田 3274 しのはらクリニック 太田市世良田町４６８－１ 診療所

太田 3301 深川クリニック 太田市小舞木町４１５ 診療所

太田 3314 尾島クリニック 太田市粕川町３３１－１ 診療所

太田 3367 さわのクリニック 太田市牛沢町1086-1 診療所

太田 3404 谷口クリニック 太田市城西町７６５－１５ 診療所

太田 3565 もてぎこどもクリニック 太田市脇屋町５２６－１ 診療所

太田 3618 太田協立診療所 太田市石原町927 診療所

太田 3624 くつなクリニック 太田市由良町886-1 診療所

太田 3675 たきざわ医院 太田市新田赤堀町434-25 診療所

太田 3686 山田クリニック 太田市上小林町193 診療所

太田 3794 まゆずみこどもクリニック 太田市大原町438-10 診療所

太田 3884 えびすさまクリニック 太田市飯塚町９８５番地１ 診療所

太田 3921 山岸内科医院 太田市飯塚町1584 診療所

太田 3922 いいじま呼吸器内科クリニック 太田市下小林町365-4 診療所

太田 3990 秀クリニック 太田市高林北町２０３０－１ 診療所

太田 4142 太田ハートクリニック 太田市藤阿久町333番地1 診療所

太田 4183 荒木医院 太田市新田村田町442-1 診療所

太田 2311 新井診療所 太田市新井町532-10 診療所

太田 2593 きたづめ整形外科クリニック 太田市新田木崎町７１４ 診療所

太田 3984 あいファミリィクリニック太田 太田市只上町364番地１ 診療所

太田 4090 あい太田クリニック 太田市浜町59-3 診療所

太田 90 本島総合病院 太田市西本町3-8 病院

太田 793 三省会堀江病院 太田市高林東町1800 病院

太田 1453 群馬県立がんセンタ- 太田市高林西町617-1 病院

太田 1483 富士ヶ丘病院 太田市熊野町38-81 病院

太田 1565 慶仁会城山病院 太田市飯塚町1 病院

太田 1640 三峰病院 太田市新田市野井町795 病院
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太田 2283 宏愛会第一病院 太田市薮塚本町大字六千石西浦99-63 病院

太田 3233 大島胃腸科内科クリニック 太田市新野町１２４９－１ 病院

太田 2116 頴原病院 太田市上小林町230-1 病院

太田 3920 武蔵野病院 太田市龍舞町293 病院

太田 3351 イムス太田中央総合病院 太田市東今泉町８７５－１ 病院

太田 3787 太田記念病院 太田市大島町455-1 病院

太田 4223 あい太田訪問看護ステーション 太田市浜町５９－３ 訪問看護ST

太田 112 東洋堂薬局 太田市尾島町尾島２－１２９ 薬局

太田 114 京屋薬局 太田市尾島町尾島４５１ 薬局

太田 118 アサヒ薬局 太田市本町 薬局

太田 120 全健堂薬局 太田市藪塚町大原１５８４ 薬局

太田 122 ヨコタ薬局 太田市尾島町尾島１９ 薬局

太田 123 松葉屋薬局 太田市尾島町尾島１６４ 薬局

太田 192 油屋薬局 太田市台之郷１０９０ 薬局

太田 195 大野薬局 太田市藤久良５１ 薬局

太田 238 サン薬局 太田市西本町４－１５ 薬局

太田 248 タカギファーマシーたんぽぽ調剤薬局 太田市高林１６９５ 薬局

太田 249 やぶつか駅前薬局 太田市薮塚町１４０６－１ 薬局

太田 280 ほんまち薬局　 太田市大原町536-18 薬局

太田 289 薬局イワセくんの店米沢店 太田市米沢６６－２ 薬局

太田 315 天田薬局 太田市石原町５５１－７ 薬局

太田 414 フラワー調剤薬局 太田市東本町５３－５３ 薬局

太田 426 あかね薬局 太田市台之郷町２４９－３ 薬局

太田 475 あゆみ薬局 太田市上田島町９４９－８ 薬局

太田 492 飯田薬局 太田市飯田町２０２－２ 薬局

太田 521 アップル薬局 太田市東本町２１４－１４ 薬局

太田 2402 大津屋薬局ラブ店 太田市高林寿町1809 薬局

太田 606 さわの薬局 太田市岩瀬川町475-4 薬局

太田 3330 アイビー薬局 太田市上小林町１９８－２ 薬局

太田 3337 おおしま調剤薬局 太田市粕川町３３３－３ 薬局

太田 3345 ミモザ薬局木崎店 太田市新田木崎町６１０－７ 薬局

太田 3399 オリーブ薬局 太田市竜舞町１７９５－５ 薬局

太田 3400 このは薬局おおばら店 太田市大原町４３８－１８ 薬局

太田 3412 くるみ薬局新井町店 太田市新井町５３６－２ 薬局

太田 3413 くるみ調剤薬局小舞木店 太田市小舞木町２２３ 薬局

太田 3439 きざき中央薬局 太田市新田木崎町１１１３－１６ 薬局

太田 3595 ことのは薬局 太田市新田上田中町５５５－１ 薬局

太田 3611 わかば薬局　大原店 太田市大原町1050-25 薬局

太田 3784 太田中央薬局 太田市大島町125-1-2 薬局
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太田 3786 太田東薬局 太田市西本町39-17 薬局

太田 3853 富士薬局中央店 太田市東今泉町804-2 薬局

太田 3927 アイ調剤薬局 太田市東本町42-5 薬局

太田 3960 おおしま薬局ふじあく店 太田市藤阿久町97-1 薬局

太田 3961 スギ薬局　太田八幡町店 太田市八幡町29-13　とりせん内 薬局

太田 4010 クスリのアオキ下浜田薬局 太田市下浜田町482-10 薬局

太田 4016 さんまい橋薬局 太田市長手町52-5 薬局

太田 4050 アイン薬局　太田西本町店 太田市西本町4丁目3番15号 薬局

太田 4081 富士薬局　南矢島店 太田市南矢島町32-5 薬局

太田 4102 ファイン薬局下小林 太田市下小林町51-3 薬局

太田 4128 中央薬局東矢島店 太田市東矢島町79-1 薬局

太田 4130 富士薬局藤阿久店 太田市藤阿久町750-4 薬局

太田 4131 富士薬局あずま店 伊勢崎市田部井町3-1978-6 薬局

太田 4139 すみれ調剤薬局　太田南店 太田市牛沢町135-1 薬局

太田 4158 クスリのアオキ内ケ島薬局 太田市内ケ島町822番地5 薬局

太田 4161 ウエルシア薬局太田南矢島店 太田市南矢島町645番地3 薬局

太田 4162 エムシー薬局 太田店 太田市熊野町37-4 薬局

太田 4178 ウエルシア薬局太田飯塚店 太田市飯塚町1602番地 薬局

太田 4179 太田みなみ薬局 太田市高林寿町1766-11 薬局

太田 4206 クスリのアオキ浜町薬局 太田市浜町１９番８号 薬局

太田 4207 クスリのアオキ高林薬局 太田市高林南町８１３番地２ 薬局

太田 4208 中央薬局新田店 太田市新田大根町１１９６－３ 薬局

太田 4213 ウエルシア薬局　太田台之郷店 太田市台之郷町1057-1 薬局

太田 4228 太田くるみ薬局 群馬県太田市大原町４２７－４ 薬局

太田 4255 スギ薬局　太田飯塚店 太田市飯塚町604番地1 薬局

太田 4267 富士薬局　東今泉店 太田市東今泉町820-6 薬局

太田 4269 ウエルシア薬局　太田富沢店 太田市富沢町274 薬局

太田 110 斉藤薬局 太田市石橋町８１７ 薬局

太田 237 富士薬局 太田市八幡町１２－７ 薬局

太田 443 ふぁいん薬局飯塚 太田市飯塚町１４１１ 薬局

太田 547 木戸薬局 太田市古戸町１１７７－５ 薬局

太田 2403 富士薬局　高林店 太田市高林寿町1809-7 薬局

太田 2422 イオン薬局太田店 太田市石原町81 薬局

太田 3204 共創未来 東金井薬局 太田市東金井町311-3 薬局

太田 3212 共創未来 大原町薬局 太田市大原町82-276 薬局

太田 3288 アイセイ薬局　太田店 太田市下小林町534-3 薬局

太田 3307 コスモファーマ薬局矢場新町店 太田市矢場新町３１－２ 薬局

太田 3338 そうごう薬局　藪塚店 太田市六千石町１１６－５ 薬局

太田 3366 コスモファーマ薬局　太田南店 太田市牛沢町1085-4 薬局
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太田 3384 共創未来　由良薬局 太田市由良町887-1 薬局

太田 3414 城西の杜薬局 太田市城西町53-2 薬局

太田 3419 富士薬局ほほえみ 太田市藤阿久町807-7 薬局

太田 455 調剤薬局　太陽 太田市鳥山町５９３－１ 薬局

太田 3592 中央薬局　飯塚店 太田市飯塚町985-4 薬局

太田 3641 さくら薬局　太田飯田店 太田市飯田町803 薬局

太田 3643 ウエルシア薬局太田新道町店 太田市新道町1254-1 薬局

太田 3645 ウエルシア薬局太田石原店 太田市茂木町918 薬局

太田 3646 ウエルシア薬局太田岩瀬川店 太田市岩瀬川町450-1 薬局

太田 3650 ウエルシア薬局太田南口店 太田市飯田町1101 薬局

太田 3782 太田市薬剤師会　会営薬局 太田市大島町125-1-1 薬局

太田 3789 富士薬局　大島店 太田市大島町125-1-3 薬局

太田 3815 ファーコス薬局　まちなか 太田市西本町57-17　大智ビル１Ｆ 薬局

太田 3821 クスリのアオキ藤阿久薬局 太田市藤阿久町746-4 薬局

太田 3833 ファーコス薬局　太田 太田市新野町971-3 薬局

太田 3839 そうごう薬局　東矢島店 太田市東矢島町1123-11 薬局

太田 3894 あんじゅ薬局　上小林店 太田市上小林町236-3 薬局

太田 3897 有限会社すけど薬局 新井町店 太田市新井町568-5 薬局

太田 3898 共創未来　太田薬局 太田市高林南町616-4 薬局

太田 3925 有限会社すけど薬局　おおた店 太田市由良町1636-7 薬局

太田 3659 中央薬局　高林店 太田市高林北町1933-1 薬局

太田 3972 ウエルシア薬局太田宝泉店 太田市宝町８６８ 薬局

太田 4045 あかり薬局 太田市飯田町1351-1 薬局

太田 4060 カナケン薬局 太田市東本町42-5 薬局

太田 4075 ほんまち薬局 太田市大原町536-18 薬局

太田 4096 ウエルシア 太田尾島店 太田市安養寺町22-2 薬局

桐生 1810 共創未来　サンセール薬局 群馬県桐生市広沢町間ノ島284-7

桐生 530 菅胃腸科内科小児科医院 みどり市大間々町大間々1399-1 診療所

桐生 60 萩原医院 みどり市大間々町大間々1534 診療所

桐生 216 藤江医院 桐生市本町4-314 診療所

桐生 503 永田医院 桐生市末広町4-8 診療所

桐生 644 芙蓉会まろ医院 桐生市本町3-4-18 診療所

桐生 817 稲葉医院 みどり市大間々町大間々1572-2 診療所

桐生 848 袖野眼科医院 桐生市仲町2-10-41 診療所

桐生 1052 高橋産婦人科医院 桐生市相生町2-458 診療所

桐生 1092 前川内科医院 桐生市相生町2-455-1 診療所

桐生 1148 林内科医院 桐生市川岸町179 診療所

桐生 1183 北川眼科医院 桐生市本町4-95-3 診療所

桐生 1195 新宿医院 桐生市新宿1-13-14 診療所
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桐生 1236 両毛整股療護園 桐生市広沢町1-2648-1 診療所

桐生 1353 長谷川整形外科医院 桐生市広沢町4-1913 診療所

桐生 1468 水谷胃腸科外科医院 桐生市三吉町2-1-5 診療所

桐生 1492 藤田小児科医院 桐生市広沢町4-1908-3 診療所

桐生 1758 志鳥クリニック みどり市笠懸町鹿4,650 診療所

桐生 1789 東郷会相生ひふ科医院 桐生市相生町2-584-13 診療所

桐生 1804 金沢医院 桐生市相生町1-131 診療所

桐生 1807 飯山医院 みどり市笠懸町鹿2,956-3 診療所

桐生 1827 石川内科ｸﾘﾆｯｸ 桐生市東5-2-16 診療所

桐生 1828 日野医院 桐生市広沢町4-1985-6 診療所

桐生 1832 北川内科医院 桐生市錦町2-12-2 診療所

桐生 1850 花輪診療所 みどり市東町花輪２１２－３　 診療所

桐生 1854 田中医院 桐生市広沢町2-3146-5 診療所

桐生 1882 須永医院 みどり市大間々町大間々922 診療所

桐生 1895 前原内科医院 桐生市天神町1-4-1 診療所

桐生 1896 桐生ｸﾘﾆｯｸ 桐生市広沢町2-3181 診療所

桐生 1899 細井内科医院 桐生市浜松町1-2-5 診療所

桐生 1908 横山診療所 桐生市境野町2-617-1 診療所

桐生 1909 菊地医院 桐生市琴平町2-47 診療所

桐生 1910 菊寿会城田クリニック 桐生市天神町3-5-24 診療所

桐生 1911 坂本内科医院 桐生市仲町1-13-30 診療所

桐生 1923 藤井内科医院 桐生市境野町6-1463-1 診療所

桐生 1940 大澤医院 桐生市相生町2-407 診療所

桐生 1941 栗原皮膚科医院 桐生市本町1-3-8 診療所

桐生 1956 鈴木整形外科クリニック 桐生市相生町5-387-99 診療所

桐生 1986 山崎医院 桐生市新宿1-6-5 診療所

桐生 1992 細野医院 桐生市新川1354-6 診療所

桐生 2066 桐生協立診療所 桐生市相生町2-554-7 診療所

桐生 2071 東郷会恵愛堂クリニック みどり市大間々町大間々504-6 診療所

桐生 2082 小児科小川醫院 桐生市東5-6-22 診療所

桐生 2091 小保方医院 みどり市大間々町大間々964-1 診療所

桐生 2214 医師会立急病診療所 桐生市元宿町1863-1 診療所

桐生 2215 武井内科医院 桐生市広沢町1-2684 診療所

桐生 2257 寺田内科小児科医院 みどり市笠懸町大字阿左美1896-5 診療所

桐生 2285 篠原クリニック 桐生市相生町3-174-22 診療所

桐生 2419 いずみ内科 桐生市境野町６丁目５４１−２ 診療所

桐生 2465 くりた医院 みどり市笠懸町阿左美１３２１−７ 診療所

桐生 2624 一心堂クリニック みどり市大間々町大間々１０６３ 診療所

桐生 3226 おのこどもクリニック 桐生市新宿３－１３－３５ 診療所
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桐生 3258 矢部クリニック 桐生市錦町１－４－４４ 診療所

桐生 3272 きたむらクリニック みどり市大間々町大間々６８７－１ 診療所

桐生 3302 松井内科医院 みどり市笠懸町鹿３３２２－１ 診療所

桐生 3394 小島内科医院 桐生市新宿３－１－１２ 診療所

桐生 3552 はせがわ循環器内科クリニック 桐生市新宿２－８－２６ 診療所

桐生 3583 木の実クリニック みどり市大間々町大間々２３１９－３ 診療所

桐生 3584 藤井医院 桐生市梅田町１－２２－２ 診療所

桐生 3685 山口クリニック 桐生市広沢町6-355 診療所

桐生 3689 さかいのクリニック 桐生市境野町2-617 診療所

桐生 3807 赤南診療所 桐生市新里町小林50-4 診療所

桐生 3935 星野クリニック 桐生市小曽根町7-18 診療所

桐生 3939 さいとう内科クリニック みどり市笠懸町久宮164-12 診療所

桐生 3976 えだくに整形外科 桐生市新里町山上５２５－１ 診療所

桐生 3985 しむらクリニック 桐生市相生町１－６２７ 診療所

桐生 4039 ひきた小児科クリニック 桐生市仲町2-7-20 診療所

桐生 4260 関田内科クリニック 桐生市相生町5-284-21 診療所

桐生 4266 下山内科医院 桐生市新里町新川３９８７ 診療所

桐生 1985 関内科医院 みどり市大間々町大間々１８３８－８ 診療所

桐生 3198 みどり市国民健康保険診療所 みどり市笠懸町鹿２５０ 診療所

桐生 3639 雨宮内科医院 桐生市東1-7-12 診療所

桐生 539 岸会岸病院 桐生市相生町2-277 病院

桐生 1177 岩下会岩下病院 桐生市本町4-320 病院

桐生 1611 東郷会恵愛堂病院 みどり市大間々町大間々504-6 病院

桐生 2101 桐生整形外科病院 桐生市広沢町間ノ島284-1 病院

桐生 2141 宏愛会第二リハビリテーション病院 桐生市川内町5-3０35 病院

桐生 2143 希望の家療育病院 みどり市大間々町大間々22-4 病院

桐生 2274 高木病院 桐生市相生町5-754 病院

桐生 2364 日新病院 桐生市菱町３丁目２０６９−１ 病院

桐生 1375 東邦病院 みどり市笠懸町阿左美1155番地 病院

桐生 2072 宏愛会訪問介護ステ-ション 桐生市相生町3-174-22 訪問看護ST

桐生 2164 訪問看護ｽﾃ-ｼｮﾝｻﾝﾎ-ﾌﾟ笠懸 みどり市笠懸町鹿2646-1 訪問看護ST

桐生 79 トラヤ薬局 桐生市末広町２丁目１１５７ 薬局

桐生 80 松島薬舗 桐生市本町４丁目３１９ 薬局

桐生 82 玉上薬局 桐生市本町２丁目１４３ 薬局

桐生 86 ウツ木薬局 桐生市芳町９６６ 薬局

桐生 88 ライオン薬局 桐生市本町３丁目２９５ 薬局

桐生 90 梅沢薬局 桐生市本町５丁目５４－１ 薬局

桐生 91 コバトラ薬局 桐生市本町５丁目３８ 薬局

桐生 250 マイ薬局 桐生市仲町２－７－２３ 薬局
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桐生 259 健実堂調剤薬局 勢多郡新里村新川１３７２－１９ 薬局

桐生 410 つつみ薬局 桐生市堤町３－７－２０ 薬局

桐生 464 若菜薬局 みどり市笠懸町阿左美１９２２－２ 薬局

桐生 493 山崎翠松堂薬局 桐生市境野町６－５４６－３ 薬局

桐生 600 ライオン薬局 桐生市本町三丁目３－３ 薬局

桐生 2545 アウルこどもクリニック 桐生市新里町山上６９０－４ 薬局

桐生 3348 エンドー薬局 桐生市広沢町６－８９８－６ 薬局

桐生 3350 エンドー薬局　さくら店 桐生市広沢町２－３１８７－１ 薬局

桐生 3361 タチコマ薬局 桐生市稲荷町2-3 薬局

桐生 3551 アルファーマ調剤薬局　阿左美店 みどり市笠懸町阿左美６５９－１０ 薬局

桐生 3564 カワチ薬局桐生広沢店 桐生市広沢町４－２４２４－１ 薬局

桐生 3608 みらいこどもクリニック みどり市笠懸町阿左美658-2 薬局

桐生 3637 笠懸中央薬局 みどり市笠懸町阿左美1146-8 薬局

桐生 3791 カワチ薬局　桐生西店 桐生市相生町5-470-4 薬局

桐生 3805 アルファーマ調剤薬局大間々店 みどり市大間町大間々21-3 薬局

桐生 3809 ファイン薬局大間々 みどり市大間々町大間々566-7 薬局

桐生 3823 笠懸中央薬局　阿左美店 みどり市笠懸町阿左美1146-7 薬局

桐生 3832 桐生調剤薬局 桐生市菱町3-2019-4 薬局

桐生 3836 このは薬局　笠懸店 みどり市笠懸町鹿2566-3 薬局

桐生 3919 大間々薬局 みどり市大間々町大間々1029 薬局

桐生 3940 ハーモニー薬局　みどり店 みどり市笠懸町久宮164-13 薬局

桐生 3948 ファイン薬局 笠懸 みどり市笠懸町鹿4603-11 薬局

桐生 3964 ろんろん薬局 みどり市大間々町大間々３８２－７ 薬局

桐生 4019 きりなん薬局 桐生市境野町2-1292-7 薬局

桐生 4038 ファイン薬局　大間々南 みどり市大間々町大間々382-7 薬局

桐生 4052 健康堂薬局 桐生市仲町1-6-8 薬局

桐生 4094 レッド・ダイアモンド　ファーマシー薬局 桐生市巴町１丁目１１１４番地井上ビル１階 薬局

桐生 4106 よつば薬局 桐生市織姫町５番42号 薬局

桐生 4120 コアラ薬局桐生店 桐生市相生町２丁目５５２－１７ 薬局

桐生 4137 みどり病院 みどり市笠懸町鹿２６４６－２ 薬局

桐生 4152 調剤薬局ワイズ 桐生市本町3-4-28 薬局

桐生 4153 クスリのアオキ桐原薬局 みどり市大間々町桐原40番地26 薬局

桐生 4170 ファースト調剤薬局桐生店 桐生市相生町１丁目２５１－１ 薬局

桐生 4172 ファイン薬局大間々北 みどり市大間々町大間々５５９-１ テナント３１大間々町５号室 薬局

桐生 4184 クスリのアオキ桐生広沢薬局 桐生市広沢町四丁目1970番地204 薬局

桐生 4189 本町薬局 桐生市本町6-375-6 薬局

桐生 4190 わたらせ薬局相生店 桐生市相生町3-515-4 薬局

桐生 4191 わたらせ薬局厚生前 桐生市織姫町5-47 薬局

桐生 4192 わたらせ薬局南店 桐生市新宿1-6-6 薬局
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桐生 4209 ウエルシア薬局　みどり岩宿駅前店 みどり市笠懸町阿左美２５６０番地１１ 薬局

桐生 4210 クスリのアオキ阿左美北薬局 みどり市笠懸町阿左美２０２９番地１ 薬局

桐生 4216 クスリのアオキ桐生仲町薬局 桐生市仲町二丁目１１番１７号 薬局

桐生 4231 クスリのアオキ相生薬局 桐生市相生町２－７０９－２ 薬局

桐生 4233 オルゴール薬局笠懸店 みどり市笠懸町鹿４７１２－１１ 薬局

桐生 4240 イムノファーマシーみどり店 みどり市笠懸町阿左美1158-2 薬局

桐生 4277 スギ薬局　桐生相生店 桐生市相生町3丁目132番地11 薬局

桐生 4278 マルエ薬局新里店 桐生市新里町小林２３３－２ 薬局

桐生 83 高瀬薬局 山田郡大間々町大間々１３８４ 薬局

桐生 438 ヘルシー薬局 桐生市川内町２－２８７－１ 薬局

桐生 2518 共創未来　梅田町薬局 桐生市梅田町1-38-3 薬局

桐生 2519 共創未来　両毛アイオイ薬局 桐生市相生町5-40-6 薬局

桐生 2520 共創未来　フジヤマ薬局 桐生市相生町2-274-9 薬局

桐生 2522 共創未来 上毛薬局 桐生市相生町2丁目844-1 薬局

桐生 2523 共創未来　境野薬局 桐生市境野町6丁目1437-7 薬局

桐生 2525 共創未来　桐生みどり薬局 桐生市本町4丁目79-1 薬局

桐生 2526 共創未来　桐生東薬局 桐生市東5丁目2-19 薬局

桐生 2527 共創未来 すみれ薬局 桐生市相生町2丁目1062 薬局

桐生 2528 共創未来 快生堂薬局 みどり市大間々町大間々504-4 薬局

桐生 2530 共創未来 あたご薬局 桐生市相生町2丁目461-2 薬局

桐生 2531 共創未来 サンロード薬局 桐生市末広町3-12 薬局

桐生 2532 共創未来　錦町薬局 桐生市錦町1-4-41 薬局

桐生 2533 共創未来　桐生協同薬局 桐生市織姫町5-50 薬局

桐生 2534 共創未来　カトレア薬局 桐生市本町4-323 薬局

桐生 2536 ひまわり薬局 桐生市天神町1-1-21 薬局

桐生 2537 共創未来　あおい薬局 桐生市境野町6-588-1 薬局

桐生 2538 共創未来　コジマ薬局 桐生市天神町3-5-19 薬局

桐生 2541 共創未来　日の出薬局 桐生市広沢町6丁目302-23 薬局

桐生 2544 共創未来　桐生桜木薬局 桐生市相生町1-209-1 薬局

桐生 2552 共創未来　本二薬局 桐生市本町2丁目3番32号 薬局

桐生 2586 共創未来　コロンバス薬局 桐生市浜松町1-3-28 薬局

桐生 3343 コスモファーマ薬局大間々店 みどり市大間々町大間々４７３－１２ 薬局

桐生 3360 共創未来　かさかけ薬局 群馬県みどり市笠懸町鹿1846-3 薬局

桐生 3642 ウエルシア薬局みどり笠懸店 みどり市笠懸町阿左美177-14 薬局

桐生 3678 日本調剤おりひめ薬局 桐生市織姫町5-43 薬局

桐生 3816 そうごう薬局相生店 桐生市相生町3-171-25 薬局

桐生 3817 ファーコス薬局　あしなか 桐生市相生町1-628-13 薬局

桐生 3664 共創未来　にいさと薬局 桐生市新里町山上字天笠東571-1 薬局

桐生 3680 ウエルシア薬局桐生境野店 桐生市境野町2-727-1 薬局
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桐生 4015 ウエルシア薬局桐生川内店 桐生市川内町3-207-1 薬局

桐生 4111 ウエルシア薬局アクロスプラザ笠懸店 みどり市笠懸町阿左美1308蕃1 薬局

館林 556 小西医院 邑楽郡千代田町赤岩1,101 診療所

館林 1018 館林医院 館林市西本町2-7 診療所

館林 1168 多々良診療所 館林市西高根44-3 診療所

館林 1169 横田胃腸科内科 館林市細内町1055-1 診療所

館林 1328 大塚俊雄医院 館林市仲町13-27 診療所

館林 1573 高木整形外科 邑楽郡大泉町いずみ2-1-1 診療所

館林 1593 田沼内科医院 邑楽郡邑楽町中野2,867-3 診療所

館林 1595 益田小児科医院 邑楽郡大泉町朝日1-6-23 診療所

館林 1608 最上胃腸科外科 館林市朝日町4-1 診療所

館林 1638 神尾内科医院 館林市緑町1-25-8 診療所

館林 1700 伊藤眼科医院 館林市大手町9-44 診療所

館林 1781 湯澤医院 邑楽郡大泉町西小泉2-4-1 診療所

館林 1883 藤原医院 邑楽郡邑楽町明野30-6 診療所

館林 1955 川島脳神経外科医院 館林市岡野町374 診療所

館林 1988 菅沼医院 館林市大手町11-34 診療所

館林 1991 小林内科医院 邑楽郡邑楽町篠塚1,935-2 診療所

館林 2083 金丸内科医院 邑楽郡邑楽町狸塚1061 診療所

館林 2084 後藤クリニック 邑楽郡邑楽町篠塚3070-1 診療所

館林 2120 横田医院 館林市大手町1-12 診療所

館林 2162 小曽根整形外科 館林市松沼町29-27 診療所

館林 2163 吉田内科クリニック 館林市楠町1182-1 診療所

館林 2184 星野こどもクリニック 館林市楠町1159-5 診療所

館林 2218 川村耳鼻咽喉科医院 館林市新宿1-5-38 診療所

館林 2238 さくらクリニック 館林市木戸町596-5 診療所

館林 2241 加藤医院 邑楽郡邑楽町光善寺275-2 診療所

館林 2281 竹越医院 邑楽郡明和町大字新里435-1 診療所

館林 2313 多々良診療所 館林市西高根町44-3 診療所

館林 2350 いたくら内科クリニック 邑楽郡板倉町朝日野1-14-2 診療所

館林 2363 うえの医院 館林市赤生田町１８２８−５ 診療所

館林 2456 真中医院 館林市本町３丁目４−５ 診療所

館林 2477 澤田皮膚外科 館林市新宿2-4-36 診療所

館林 2489 医療法人長谷川クリニック 館林市松原2-14-51 診療所

館林 2608 須田内科医院 邑楽郡大泉町仙石２－１６－７ 診療所

館林 3225 こやなぎ小児科 館林市富士原町１０８９－１ 診療所

館林 3234 たけい小児科・アレルギー科 館林市北成島町牛島２７４５－１ 診療所

館林 3271 板倉耳鼻咽喉科クリニック 邑楽郡板倉町大字海老瀬４０６４－５ 診療所

館林 3279 阿部医院 邑楽郡大泉町大字吉田２９９４ 診療所
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館林 3918 岡田整形外科クリニック 館林市朝日町6-18 診療所

館林 3944 はまだクリニック 館林市赤土町119-2 診療所

館林 4107 県西在宅クリニック舘林 館林市新栄町1933-1 診療所

館林 636 井上整形外科医院 邑楽郡板倉町大字板倉2216 診療所

館林 1380 たなか医院 邑楽郡大泉町住吉55-16 診療所

館林 1567 森下内科医院 館林市花山町１６番地の５ 診療所

館林 1631 黛泌尿器科内科医院 邑楽郡大泉町坂田１６１９番地３ 診療所

館林 1790 宇沢整形外科 館林市松原1-10-30 診療所

館林 2466 ごが内科楡クリニック 館林市栄町１０−３１ 診療所

館林 3269 ふじの木整形・内科クリニック 邑楽郡板倉町飯野1405 診療所

館林 4074 高橋クリニック 館林市本町二丁目10番７号 診療所

館林 4108 慶友整形外科クリニック 館林市羽附町１７４１ 診療所

館林 775 館林記念病院 館林市台宿町7-18 病院

館林 1110 徹裕会蜂谷病院 群馬県邑楽郡大泉町朝日４丁目１１−１ 病院

館林 1657 田口会新橋病院 館林市下三林町452 病院

館林 1140 公立館林厚生病院 館林市成島町262-1 病院

館林 1304 つつじメンタルホスピタル 館林市小桑原町1505 病院

館林 1791 慶友整形外科病院 館林市赤生田町2267-1 病院

館林 1857 明和セントラル病院 邑楽郡明和町中谷３３１－１ 病院

館林 2400 医療法人社団醫光会　おうら病院 邑楽郡邑楽町篠塚３２３３−１ 病院

館林 1479 ほりこし薬局 館林市高根５１３ 薬局

館林 138 石崎薬局 館林市谷越１６６ 薬局

館林 139 かどや薬局 館林市館林１８５５ 薬局

館林 141 安楽岡薬局 館林市館林２４１７ 薬局

館林 145 川島薬局 館林市館林１７６９ 薬局

館林 147 竹森薬局 館林市館林１７２５ 薬局

館林 198 愛隣薬局 館林市大街道１－９－２８ 薬局

館林 235 朝日調剤薬局 館林市朝日町６－２１ 薬局

館林 265 富士薬局大泉店 邑楽郡大泉町朝日４－６－９ 薬局

館林 278 いずみ薬局 邑楽郡大泉町中央３－６－８ 薬局

館林 290 竹森薬局 館林市本町２－１１－１ 薬局

館林 293 マシモ薬局 館林市緑町２－１０－５ 薬局

館林 294 ながえ薬局 邑楽郡邑楽町狸塚９８４－２ 薬局

館林 295 十字屋薬局 邑楽郡邑楽町赤堀３９６９ 薬局

館林 297 成島薬局 館林市成島町小泉口２２０－２ 薬局

館林 298 新井薬局 館林市松原１－２１－１４ 薬局

館林 301 しまだや薬局 館林市ん新宿１－６－１３ 薬局

館林 302 松野屋薬局 邑楽郡千代田町舞木１－１ 薬局

館林 303 浜田薬局 邑楽郡邑楽町新中野４５－１９ 薬局
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館林 304 白井薬局仲町店 館林市仲町１０－７ 薬局

館林 306 菊地薬局 館林市大手町６－２５ 薬局

館林 313 朝日調剤薬局 館林市朝日町６－２１ 薬局

館林 381 薬局もり 邑楽郡大泉町坂田４－７－１７ 薬局

館林 456 アップル薬局館林店 館林市成島町２１３－１ 薬局

館林 483 すずらん薬局 館林市緑町１－２５－７ 薬局

館林 485 ファミル薬局 館林市成島町２１８－１ 薬局

館林 531 とりせん調剤薬局成島店 館林市北成島町２５３３－１ 薬局

館林 604 あすか調剤薬局 館林市台宿町６－４ 薬局

館林 2413 ＵＫ大手町薬局 館林市大手町２−２２ 薬局

館林 2459 カトレア薬局 館林市本町１－９－３ 薬局

館林 2616 UK邑楽薬局 邑楽郡邑楽町光善寺２７３－６ 薬局

館林 2639 すみれ調剤薬局　邑楽店 邑楽郡邑楽町中野２８６７－８ 薬局

館林 3318 おはよう薬局 邑楽郡板倉町朝日野１－１４－３ 薬局

館林 3365 アイリス薬局 館林市北成島町651-6 薬局

館林 3440 エンゼル調剤薬局　大泉店 邑楽郡大泉町坂田４－２３－２９ 薬局

館林 3577 あけの薬局 邑楽郡邑楽町明野２８－８ 薬局

館林 3585 エンゼル調剤薬局　篠塚店 邑楽郡邑楽町篠塚１９３３－４ 薬局

館林 3597 ファイン薬局　北成島Ⅱ 館林市北成島３１０８－１ 薬局

館林 3603 アップル薬局　館林店 館林市成島町２１３－１ 薬局

館林 3632 株式会社エフアンドエフハーモニー薬局 館林市富士見町12-19 薬局

館林 3790 カワチ薬局　館林東店 館林市楠町3613-1 薬局

館林 3792 ファイン薬局　成島 館林市成島町266-3 薬局

館林 3854 富士薬局大泉店 邑楽郡大泉町朝日4-6-19 薬局

館林 3930 すずらん薬局　大泉店 邑楽郡大泉町富士3-18-21-105 薬局

館林 3932 ふぁいん薬局　北成島 館林市北成島町2775-1 薬局

館林 3941 中央薬局館林店 館林市赤土町119-5 薬局

館林 4017 かみや薬局 館林市成島町219-1 薬局

館林 4034 ハーモニー薬局 館林市富士見町12-19 薬局

館林 4042 アイセイ薬局　館林店 館林市小桑原町1505番の8 薬局

館林 4068 ファミル薬局　訪問薬剤管理支援センター 館林市成島町218-1 薬局

館林 4076 住吉調剤薬局 邑楽郡大泉町住吉56-9 薬局

館林 4141 三林薬局 館林市下三林町451-3 薬局

館林 4147 ウエルシア薬局邑楽町中野店 邑楽郡邑楽町中野4571-1 薬局

館林 4150 館林調剤薬局 館林市新宿1-1-26 薬局

館林 4154 たかね調剤薬局 館林市西高根町47-9 薬局

館林 4169 ファイン薬局松原 館林市西高根町47-9 薬局

館林 4188 すみれ調剤薬局　朝日店 邑楽郡大泉町4-14-37 薬局

館林 4227 オハナ薬局大泉店 邑楽郡大泉町仙石４－２０－２２ 薬局
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館林 4237 イムノファーマシー邑楽町店 邑楽郡邑楽町篠塚3197-3 薬局

館林 4250 すみれ調剤薬局　富士店 邑楽郡大泉町富士2-4-25 薬局

館林 4251 エムハート薬局　館林中央店 館林市西本町5-1 薬局

館林 4252 ドラッグセイムス館林薬局 館林市緑町2-5-8 薬局

館林 4268 こもれび薬局 館林市本町2-5-36 薬局

館林 4272 ウエルシア薬局　館林諏訪店 館林市諏訪町1409番地1 薬局

館林 4275 ファイン薬局　本町２丁目 館林市本町2-10-5 薬局

館林 261 だいいち薬局 邑楽郡明和町新里８－１ 薬局

館林 382 薬局もり２号店 邑楽郡大泉町坂田1619-2 薬局

館林 402 ふぁいん薬局　楠 館林市楠町１１６０－３ 薬局

館林 2568 ふぁいん薬局明和 邑楽郡明和町大佐貫５８７－６ 薬局

館林 2595 そうごう薬局館林店 館林市富士見町１５－３９ 薬局

館林 2640 すみれ調剤薬局　大泉店 邑楽郡大泉町吉田３０２２ 薬局

館林 2641 すみれ調剤薬局　西小泉店 邑楽郡大泉町西小泉５－７－２ 薬局

館林 3229 ほうゆう調剤薬局 邑楽郡邑楽町大字光善寺２７３－６ 薬局

館林 3579 中央薬局　邑楽店 邑楽郡邑楽町大字中野字十三坊塚1844-8 薬局

館林 3580 エンゼル調剤薬局篠塚店 邑楽郡邑楽町篠塚１９３３－４ 薬局

館林 3606 さくら薬局　館林店 館林市成島町216-1 薬局

館林 3615 ファイン薬局　花山 館林市花山町17-8 薬局

館林 3802 ウエルシア薬局群馬大泉店 邑楽郡大泉町吉田1977-2 薬局

館林 3849 そうごう薬局　城町店 館林市城町917-1 薬局

館林 3877 ウエルシア薬局館林大街道店 館林市大街道1-10-18 薬局

館林 4029 有限会社すけど薬局　板倉店 邑楽郡板倉町大字板倉2220-1 薬局

館林 4099 クスリのアオキ館林栄町薬局 館林市栄町１１−１９ 薬局


