
R4.11.10現在

氏名 所属 R2.11.27 R3.7.6 R3.11.30 R4.3.10 R4.8.23 R4.11.10

佐藤 浩二 さとう内科クリニック 0311006 2211001

嶋田 靖 はしづめ診療所文京町 0307086 0311003 0403041 0408060 2211002

高井 良樹 高井クリニック 2211003

岩﨑 卓爾 岩崎会岩崎医院 2211004

松本 幹生 松本医院 0408005 2211005

佐藤 洋一 佐藤医院 0211061 2211006

熊倉 真澄 渋川中央病院 2211007

新井 哲 アライクリニック 0211068 0307001 0408052 2211008

矢野 佳子 関越中央病院 2211009

大澤 歩 大沢クリニック 0211001 2211010

坂本 泰秀 秀クリニック 0211004 0307019 0311075 2211011

伊勢 和宏 あいファミリィクリニック太田 2211012

茂木 一通 もてぎ内科医院 2211013

植原 政弘 うえはらクリニック 0211041 0307077 0311023 0408050 2211014

武田 千尋 西毛病院 0311074 2211015

荻原 裕之 中山診療所 0311041 2211016

太田 郁朗 太田医院 2211017

古島 吉之 ふるしま医院 0211013 0307066 0311048 0403023 0408039 2211018

小島 明 小島内科医院 0307053 0311032 0403027 0408015 2211019

松本 達彦 原沢医院 0307008 2211020

金井 崇 社会医療法人鶴谷会 鶴谷病院 0211038 0307034 0403033 2211021

布施 正博 布施医院 0307035 2211022

相原 利一 豊岡呼吸器科内科クリニック 0211072 0311054 2211023

金古 美恵子 公立七日市病院 0307006 2211024

山田 邦子 若宮内科 0307061 0311043 2211025

安藤 達夫 安藤医院 0211070 0307002 0311022 0408058 2211026

牧元 毅之 牧元医院 0408036 2211027

桒原 龍雄 桒原医院 0307060 0311042 0403047 2211028

山田 昇司 原町赤十字病院 0307058 0311035 0403030 2211029

須永 朋子 川田クリニック 0311047 2211030

櫻井 輝久 東瞭会櫻井医院 0307054 0403035 2211031

大山 達也 大山クリニック 0311044 2211032

松田 望 小幡医院 0403042 2211033

原澤 信雄 関越中央病院 0307068 0403031 0408011 2211034

松田 秀也 小幡医院 0403043 2211035

橘 正道 橘内科医院 0311055 2211036

須藤 英仁 須藤病院 2211037

平原 睦庸 平原内科消化器科 0211051 0307073 0311056 0403046 0408026 2211038

須藤 謙一 須藤医院 0211034 0311052 2211039

菅沼 孝夫 菅沼医院 0211064 0307022 0408049 2211040

伊藤 勝廣 伊藤内科小児科医院 2211041

小泉 幸彦 小泉医院 0211054 0311060 2211042

安部 理 安部内科医院 0311068 2211043

萩原 廣明 萩原内科医院 2211044

本澤 龍生 本沢医院 0211057 0307055 0311050 0403050 0408047 2211045

正和  信英 藤井医院 2211046

島田 祥士 細谷たかさきクリニック 0307062 0311057 0403012 0408035 2211047
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石原 仁一 石原医院 0211019 0311059 2211048

川田 敏夫 川田クリニック 0211052 0307020 0311036 2211049

五十嵐 和美 富士見内科小児科 0307013 2211050

佐藤 泰然 博仁会第一病院 0307085 0311072 0403036 0408062 2211051

青木 孝一 青木眼科 2211052

三丸 修 三丸医院 0311063 2211053

本城 裕章 新前橋すこやか内科・漢方内科クリニック 2211054

大木 茂 安堀太田町クリニック 2211055

田原 尚 田原内科クリニック 0311019 0403006 2211056

原 健一郎 原内科医院 2211057

福島 晴夫 善衆会病院 0211049 0307009 2211058

櫻井 慶一 桜井クリニック 0307070 2211059

谷田部 寛 善衆会病院 0211030 0408001

佐藤 篤 高崎中央病院 0311001 0408002

大舘 早春 綿打診療所 0408003

服部 伊里子 服部・えびすさまクリニック 0211053 0311021 0403003 0408004

久保 郁弥 久保産婦人科医院 0408006

兒嶋 高寛 真木病院 0403001 0408007

齋藤 修一 斎藤内科外科クリニック 0408009

山崎 一信 山崎医院 0307003 0408010

川合 重夫 あい太田クリニック 0211015 0408012

鏑木 大輔 かぶらぎ内科クリニック 0408013

清水 創一郎 群馬大学大学院 医学系研究科 消化器・肝臓内科学 0307081 0408014

宮口 信吾 みやぐち医院 0307037 0408016

安達 拓也 群馬大学大学院 医学系研究科 消化器・肝臓内科学 0307047 0408017

細谷 剛 細谷医院 0307038 0408018

多胡 賢一 群馬八幡消化器内科クリニック 0408019

勝田 美恵子 勝田内科消化器クリニック 0408020

村松 誠司 村松会みやぎクリニック 0408021

平井 伸幸 平井皮膚科医院 0307033 0408022

大和田 進 イムス太田中央総合病院 0307043 0408023

大舘 幹夫 綿打診療所 0408024

坂本 眞之介 大和病院 0307031 0403007 0408025

橘 正通 橘内科医院 0408027

服部 公彦 服部・えびすさまクリニック 0211055 0311018 0403048 0408028

神保 進 有馬クリニック 0311016 0408029

小林 功 関越中央病院 0307041 0311071 0403013 0408030

真下 利幸 真医会ましも内科・胃腸科 0211026 0408031

山田 敬之 あすなろクリニック 0408032

清水 美津夫 清水内科 0408033

松井 正之 正睦会松井内科医院 0211062 0307046 0311015 0403018 0408034

内海 英貴 白根クリニック 0408037

鈴木 忠 新生会診療所 0408038

飯塚 圭介 伊勢崎市民病院 0307042 0408040

町田 崇 町田内科クリニック 0211065 0311069 0408041

中野 正幸 医療法人社団皆成会 中野医院 0307030 0408042

堤 京子 山田外科内科医院 0307051 0408043

山田 俊哉 利根中央病院 0408044

須田 澄香 慶生会慶生医院 0311045 0408045

小倉 道郎 小倉クリニック 0211010 0408046

佐藤 新平 佐藤医院 0408048

坂本 孝作 坂本胃腸科医院 0403029 0408051

北川 泰久 北川内科クリニック 0311053 0408053



岡本 克実 岡本内科クリニック 0311028 0403005 0408054

平野 恒夫 平野クリニック 0307044 0408055

砂長 博明 砂長胃腸科外科医院 0307052 0408056

道又 かおる 道又内科クリニック 0307018 0311030 0403045 0408057

中野 秀彦 中野医院 0211044 0307075 0408061

月岡 玄吾 月岡内科医院 0211046 0307067 0311010 0403022 0408063

土岐 宗利 土岐内科医院 0408064

中島 弘明 上武呼吸器科内科病院 0211078 0307065 0311065 0408065

瀬田 玲子 瀬田医院 0211002 0403002

原 永庫 原内科クリニック 0311013 0403004

佐藤 圭 佐藤呼吸器科医院 0403008

菊地 政貴 渋川中央病院 0307040 0403009

笛木 和彦 笛木会笛木外科胃腸科 0403010

小野 浩一 前橋東クリニック 0307027 0403011

林 潤一 善衆会病院 0211017 0403014

小屋 紘子 善衆会病院 0211036 0403015

林 秀彦 角田外科医院 0307078 0403016

柳田 康弘 群馬県立がんセンター 0403017

海宝 雄人 明和セントラル病院 0307010 0403019

廣川 朋之 渋川医療センター 0211023 0403020

林 俊誠 前橋赤十字病院 0403021

山口 悦男 やまぐち内科医院 0211066 0403024

斎藤 修一 斎藤内科外科クリニック 0307025 0311024 0403025

有賀 諭生 公立館林厚生病院 0307015 0403026

橋爪 洋明 はしづめ診療所 0307080 0403028

城田 敦子 城田クリニック 0211042 0307064 0403032

山田 俊彦 山田内科クリニック 0403034

城田 善彦 城田クリニック 0211032 0307024 0403037

新木 正隆 高橋医院 0307014 0403038

道又 秀夫 道又内科クリニック 0307017 0311029 0403039

佐藤 弘晃 渋川中央病院 0307007 0403040

堀口 英 桐生厚生総合病院 0403044

殿岡 なお子 殿岡内科医院 0307059 0403049

高間 倫子 鳥山医院 0311002

李 雨元 城山病院 0311004

静 和彦 仁静堂医院 0311005

梅田 遵 うめだ内科クリニック 0211056 0311007

和賀 一雄 和賀クリニック 0311008

片貝 堅志 片貝クリニック 0211071 0311009

時澤 俊也 ときざわレディスクリニック 0311011

清水 美津夫 清水内科 0211048 0311012

山口 英見 山口外科医院 0311014

木暮 勇人 新井診療所 0211011 0311017

吉田 雅義 よしだ消化器内科クリニック 0211035 0311020

田中 大 たなか内科消化器科クリニック 0307004 0311025

飯塚 春尚 光風会飯塚医院 0211018 0311026

村上 立真 群馬大学医学部附属病院 0311027

舘山 夢生 前橋赤十字病院 0211024 0311031

野村 博子 若宮内科 0211037 0307028 0311033

高山 秀男 高山眼科緑町医院 0311034

松崎 豊 山王リハビリテーション病院 0311037

正和 信英 藤井医院 0211008 0311038

福地 達 六合温泉医療センター 0311039

星野 仁 星野クリニック 0211073 0307082 0311040



星 廣人 星医院 0311046

工藤 通明 鬼石病院 0311049

森 貴紀 森内科クリニック 0311051

菊地 一真 新宿医院 0307026 0311058

内山 強 みどり市国民健康保険診療所 0311061

井上 浩 井上医院 0311062

中嶋 秀麿 まろ医院 0311064

小島 正人 小島医院 0311066

小林 剛 利根中央病院 0311067

五十嵐 秀夫 五十嵐内科医院 0311070

下山 康之 石井会石井病院 0311073

山城 珠子 清水内科 0211033 0311076

佐藤 喜和 至誠会飯塚医院 0311077

金丸 稔 金丸内科医院 0311078

清水 幸博 上毛大橋クリニック 0311079

荒井 浩介 宏愛会第一病院 0307005

田中 義 田中醫院 0211007 0307011

栗原 潤 くりはら医院 0307012

寺内 政也 寺内医院 0307016

高柳 亮 前橋協立病院 0307021

清水 幸夫 荒木医院 0307023

甲賀 達也 伊勢崎市民病院 0307029

佐久間 敦 さくま内科胃腸科クリニック 0307032

東雲 正剛 しののめクリニック 0307036

五賀 貴男 ごが内科楡クリニック 0211050 0307039

永井 洋子 下仁田厚生病院 0307045

中野 悠平 イムス太田中央総合病院 0307048

児嶋 高寛 正田病院 0307049

矢島 祥吉 医療法人十薬会 上大類病院 0211003 0307050

竹束 正二郎 堀江病院 0307056

清水 萌 伊勢崎市民病院 0307057

松本 操 渋川中央病院 0307063

岡本 正司 岡本内科クリニック 0307069

北條 義明 北條医院 0307071

須賀 孝慶 群馬大学医学部附属病院 0211047 0307072

乾 純和 乾内科クリニック 0307074

井上 一英 県央医科歯科クリニック 0211063 0307076

斎藤 直人 群馬県済生会前橋病院 0307079

工藤智洋 西口おなかのくどう内科 0211060 0307083

菅野 仁平 すがの内科医院 0307084

下條 宏 下條内科クリニック 0211029 0307087

髙間 倫子 鳥山医院 0307088

伊藤 和也 耳鼻いんこう科伊藤医院 0211039 0307089

藤江 正雄 ふじえ内科医院 0211077 0307090

堀越 晴男 堀越内科クリニック 0307091

植原 大介 群馬大学医学部附属病院 0211005

斎藤 知子 日高リハビリテーション病院 0211006

荒木 和浩 群馬県立がんセンター 0211009

阿部 道郎 阿部医院 0211012

大貫 隆久 大貫クリニック 0211014

南波 美伸 （医）樹心会 角田病院 0211016

小暮 晴一郎 小暮医院 0211020

勅使河原 修 富沢病院 0211021

小野 芳啓 前橋プライマリ泌尿器科内科 0211022

田口 晴也 医療法人社団田口医院 0211025

正田 健 正田医院 0211027



櫻井 優一郎 須藤病院 0211028

大友 晋 新橋病院 0211031

石北 敏一 石北病院 0211040

本島 柳司 本島総合病院 0211043

田中 亨 たなか医院 0211045

須賀 秀晃 須賀内科医院 0211058

齋藤 知司 実愛会斉藤医院 0211059

出浦 洋 善衆会病院 0211067

濱田 哲也 はまだクリニック 0211069

根岸 俊文 宏愛会第一病院 0211074

高橋 哲史 松井田病院 0211075

大滝 雄造 おおたきクリニック 0211076


