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６　救急医療

 ○ 医療機関の掲載基準

■基準１　第三次救急医療機関

救命救急センターを設置する病院及びそれと同等の機能を有する病院

■基準１に該当する医療機関

№ 市町村

1 前橋市 　前橋赤十字病院 　高度救命救急センター

2 前橋市 　群馬大学医学部附属病院 　救命救急センター

3 高崎市 　高崎総合医療センター 　救命救急センター

4 太田市 　太田記念病院 　地域救命救急センター

■基準２　第二次救急医療機関

以下のすべての基準に合致し、掲載の同意を得た医療機関

①　時間外救急診療が可能であり、必要に応じて入院診療を行うこと

②　救急搬送の受入れが可能であること

③　以下のいずれかに該当すること

　・　病院群輪番制病院

　・　救急告示医療機関

④　夜間を含めた救急搬送の受入れを相当数行っていること

■基準３　初期救急医療機関

以下の基準のいずれかに合致し、掲載の同意を得た医療機関

①　地域ごとの在宅当番医制に参加している医療機関

②　地域ごとに設置された休日夜間救急センター

③　地域ごとの在宅当番歯科医制に参加している医療機関

④　地域ごとに設置された休日歯科診療所

医療機関名 備考
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（１）前橋保健医療圏

■基準２に該当する医療機関

№ 市町村

1 前橋市 　前橋赤十字病院 　告示・輪番

2 前橋市 　群馬大学医学部附属病院 　告示・輪番

3 前橋市 　老年病研究所附属病院 　告示

4 前橋市 　群馬中央病院 　告示・輪番

5 前橋市 　県立心臓血管センター 　告示・輪番

6 前橋市 　群馬県済生会前橋病院 　告示・輪番

7 前橋市 　前橋協立病院 　告示・輪番

8 前橋市 　善衆会病院 　告示

9 前橋市 　上武呼吸器科内科病院 　告示

10 前橋市   富沢病院 　告示

11 前橋市 　前橋城南病院 　告示

12 前橋市 　中嶋医院 　告示

■基準３に該当する医療機関

　医師会による休日在宅当番医制を実施

　前橋市夜間急病診療所

　前橋市歯科医師会休日診療所

休日夜間急患センター

休日歯科診療所

区分 医療機関名

医療機関名 備考

備考

在宅当番制
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（２）高崎・安中保健医療圏

■基準２に該当する医療機関

№ 市町村

1 高崎市 　高崎総合医療センター 　告示・輪番

2 高崎市 　日高病院 　告示・輪番

3 高崎市 　黒沢病院 　告示・輪番

4 高崎市 　関越中央病院 　告示

5 安中市 　公立碓氷病院 　告示

6 高崎市 　中央群馬脳神経外科病院 　告示

7 高崎市 　井上病院 　告示・輪番

8 高崎市 　野口病院 　告示・輪番

9 高崎市 　高崎中央病院 　告示・輪番

10 高崎市 　真木病院 　告示・輪番

11 高崎市 　第一病院 　告示・輪番

12 安中市 　正田病院 　告示・輪番

13 安中市 　須藤病院 　告示・輪番

14 高崎市 　群馬循環器病院 　告示

15 安中市 　松井田病院 　告示・輪番

16 高崎市 　サンピエール病院 　告示・輪番

17 高崎市 　昭和病院 　告示・輪番

18 高崎市 　榛名荘病院 　告示

19 高崎市 　産婦人科館出張佐藤病院 　告示

20 高崎市 　希望館病院 　告示・輪番

21 高崎市 　榛名荘病院附属高崎診療所はるな脳外科 　告示

22 高崎市 　高瀬クリニック 　告示

23 高崎市 　日高リハビリテーション病院 　告示

■基準３に該当する医療機関

　医師会による休日在宅当番医制を実施

　高崎市夜間休日急病診療所

　高崎市休日応急歯科診療所休日歯科診療所

在宅当番制

休日夜間急患センター

区分 医療機関名 備考

医療機関名 備考
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（３）渋川保健医療圏

■基準２に該当する医療機関

№ 市町村

1 渋川市 　渋川医療センター 　告示・輪番

2 渋川市 　北毛病院 　告示・輪番

3 渋川市 　関口病院 　告示・輪番

4 渋川市 　北関東循環器病院 　告示・輪番

5 渋川市 　渋川中央病院 　告示・輪番

■基準３に該当する医療機関

　医師会による休日在宅当番医制を実施

　渋川地区広域圏夜間急病診療所

　歯科医師会による休日在宅当番歯科医制を実施

（４）藤岡保健医療圏

■基準２に該当する医療機関

№ 市町村

1 藤岡市 　公立藤岡総合病院 　告示・輪番

2 藤岡市 　くすの木病院 　告示・輪番

3 藤岡市 　光病院 　告示・輪番

4 藤岡市 　鬼石病院 　告示・輪番

5 藤岡市 　篠塚病院 　輪番

■基準３に該当する医療機関

　医師会による休日在宅当番医制を実施

　歯科医師会による休日在宅当番歯科医制を実施

区分 医療機関名 備考

在宅当番制

休日歯科診療所

休日夜間急患センター

休日歯科診療所

医療機関名 備考

医療機関名 備考

区分 医療機関名 備考

在宅当番制
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（５）富岡保健医療圏

■基準２に該当する医療機関

№ 市町村

1 藤岡市 　公立富岡総合病院 　告示・輪番

2 下仁田町 　下仁田厚生病院 　告示・輪番

■基準３に該当する医療機関

　富岡市甘楽郡医師会休日診療所

　富岡甘楽歯科医師会口腔保健センター

（６）吾妻保健医療圏

■基準２に該当する医療機関

№ 市町村

1 東吾妻町 　原町赤十字病院 　告示・輪番

2 中之条町 　吾妻さくら病院 　告示・輪番

3 長野原町 　長生病院 　告示・輪番

4 中之条町 　田島病院 　告示・輪番

5 長野原町 　西吾妻福祉病院 　告示・輪番

6 草津町 　草津こまくさ病院 　輪番

7 長野原町 　櫻井医院 　告示

■基準３に該当する医療機関

　医師会による休日在宅当番医制を実施

休日夜間急患センター

休日歯科診療所

医療機関名 備考

区分 医療機関名 備考

在宅当番制

医療機関名 備考

区分 医療機関名 備考
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（７）沼田保健医療圏

■基準２に該当する医療機関

№ 市町村

1 沼田市 　利根中央病院 　告示・輪番

2 沼田市 　沼田脳神経外科循環器科病院 　告示・輪番

3 沼田市 　沼田病院 　告示・輪番

4 みなかみ町　月夜野病院 　告示・輪番

5 沼田市 　内田病院 　告示・輪番

6 川場村 　ほたか病院 　告示・輪番

7 みなかみ町　上牧温泉病院 　告示・輪番

■基準３に該当する医療機関

　医師会による休日在宅当番医制を実施

　沼田利根医師会休日夜間急患診療所

（８）伊勢崎保健医療圏

■基準２に該当する医療機関

№ 市町村

1 伊勢崎市 　伊勢崎佐波医師会病院 　告示・輪番

2 伊勢崎市 　伊勢崎市市民病院 　告示・輪番

3 伊勢崎市 　石井病院 　告示・輪番

4 伊勢崎市 　脳血管研究所附属美原記念病院 　告示・輪番

5 伊勢崎市 　鶴谷病院 　告示・輪番

6 伊勢崎市 　伊勢崎福島病院 　告示・輪番

7 伊勢崎市 　原病院 　輪番

8 伊勢崎市 　古作クリニック 　告示

9 伊勢崎市 　大島病院 　輪番

10 玉村町 　角田病院 　告示

■基準３に該当する医療機関

　医師会による休日在宅当番医制を実施

　伊勢崎佐波医師会病院

　伊勢崎佐波医師会休日歯科診療所

在宅当番制

休日夜間急患センター

医療機関名 備考

区分 医療機関名 備考

在宅当番制

休日夜間急患センター

休日歯科診療所

医療機関名 備考

区分 医療機関名 備考
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（９）桐生保健医療圏

■基準２に該当する医療機関

№ 市町村

1 桐生市 　桐生厚生総合病院 　告示・輪番

2 みどり市 　恵愛堂病院 　告示・輪番

3 みどり市 　東邦病院 　告示・輪番

4 桐生市 　高木病院 　告示・輪番

5 桐生市 　大和病院 　告示・輪番

■基準３に該当する医療機関

　医師会による休日在宅当番医制を実施

　桐生市医師会立平日夜間急病診療所

　桐生市歯科医師会休日緊急歯科診療所

（10）太田・館林保健医療圏

■基準２に該当する医療機関

№ 市町村

1 太田市 　太田記念病院 　告示・輪番

2 太田市 　本島総合病院 　告示・輪番

3 太田市 　堀江病院 　告示・輪番

4 太田市 　城山病院 　告示・輪番

5 太田市 　第一病院 　告示・輪番

6 太田市 　イムス太田中央総合病院 　告示・輪番

7 館林市 　館林厚生病院 　告示

8 館林市 　慶友整形外科病院 　告示

■基準３に該当する医療機関

　医師会による休日在宅当番医制を実施

休日歯科診療所

　太田市平日夜間救急診療所
　館林市夜間急病診療所

　太田新田歯科医師会休日歯科診療所
　館林邑楽歯科保健医療センター

在宅当番制

休日夜間急患センター

休日歯科診療所

医療機関名

区分 医療機関名 備考

在宅当番制

休日夜間急患センター

備考

医療機関名 備考

区分 医療機関名 備考
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７ 災害医療
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７　災害医療

 ○ 医療機関の掲載基準

■基準１　災害拠点病院

■基準２　ＤＭＡＴ指定医療機関

■基準１及び基準２に該当する医療機関

基幹災害拠点病院

№ 市町村

1 前橋市 　前橋赤十字病院 　群馬県全域

地域災害拠点病院

№ 市町村

2 前橋市 　群馬県済生会前橋病院

3 前橋市 　群馬中央病院

4 前橋市 　群馬大学医学部附属病院

5 高崎市 　高崎総合医療センター

6 高崎市 　日高病院

7 渋川市 　渋川医療センター 　渋川保健医療圏

8 藤岡市 　公立藤岡総合病院 　藤岡保健医療圏

9 富岡市 　公立富岡総合病院 　富岡保健医療圏

10 東吾妻町 　原町赤十字病院 　吾妻保健医療圏

11 沼田市 　沼田病院

12 沼田市 　利根中央病院

13 伊勢崎市 　伊勢崎市民病院

14 伊勢崎市 　伊勢崎佐波医師会病院

15 桐生市 　桐生厚生総合病院 　桐生保健医療圏

16 太田市 　太田記念病院

17 館林市 　館林厚生病院

対応地域

医療機関名 対応地域

医療機関名

　前橋保健医療圏

　高崎・安中保健医療圏

　沼田保健医療圏

　伊勢崎保健医療圏

　太田・館林保健医療圏
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８ へき地医療
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８　へき地

○医療機関の掲載基準

■基準１　《へき地の診療を担う医療機関》

以下の基準に合致し、掲載の同意を得た医療機関

　　①へき地診療所

　　②一人医師地区又はそれに準じる地域の医療機関

　　③無医地区、準無医地区及び一人医師地区の近隣で診療を行う医療機関

■基準２　《へき地の診療を支援する医療機関》

以下の基準に合致し、掲載の同意を得た医療機関

　　①へき地の診療を担う医療機関からの救急患者及び紹介患者を相当数受け入れている医療機関

　　②へき地の診療を担う医療機関との連携に対応している（又は対応できる）医療機関

■基準３　《へき地の診療を専門的に支援する医療機関》

以下の基準に合致し、掲載の同意を得た医療機関

　　①へき地医療拠点病院

　　②高度の診療機能を有し、へき地医療拠点病院の診療活動を支援できる医療機関

No. 市町村 医療機関名 No. 市町村 医療機関名

1 前橋市 群馬大学医学部附属病院 6 高崎市 高崎総合医療センター

2 前橋市 群馬県立心臓血管センタ－ 7 渋川市 群馬県立小児医療センター

3 前橋市 前橋赤十字病院 8 伊勢崎市 群馬県立精神医療センター

4 前橋市 老年病研究所附属病院 9 太田市 群馬県立がんセンター

5 前橋市 群馬県済生会前橋病院

（１）吾妻・渋川圏域

［中之条町、長野原町、嬬恋村、草津町、高山村、東吾妻町、渋川市、榛東村、吉岡町］

【基準１】へき地の診療を担う医療機関

No. 市町村 医療機関名 No. 市町村 医療機関名

1 中之条町 田島病院 11 草津町 布施医院

2 長野原町 西吾妻福祉病院 12 高山村 中山診療所

3 渋川市 群馬県立小児医療センター 13 東吾妻町 東吾妻町国民健康保険診療所

4 中之条町 けんもち医院 14 東吾妻町 小池医院

5 中之条町 六合診療所 15 東吾妻町 大戸診療所

6 中之条町 平田医院 16 渋川市 本沢医院

7 中之条町 四万へき地診療所 17 渋川市 川島内科クリニック

8 長野原町 長野原町へき地診療所 18 渋川市 赤城開成クリニック

9 嬬恋村 嬬恋村国民健康保険診療所 19 渋川市 湯浅内科クリニック

10 嬬恋村 桜井クリニック

【基準２】へき地の診療を支援する医療機関

No. 市町村 医療機関名 No. 市町村 医療機関名

1 中之条町 田島病院 8 渋川市 本沢医院

2 東吾妻町 原町赤十字病院 9 渋川市 川島内科クリニック

3 渋川市 北関東循環器病院 10 渋川市 斎藤内科外科クリニック

4 中之条町 けんもち医院 11 渋川市 井口医院

5 長野原町 東瞭会櫻井医院 12 渋川市 有馬クリニック

6 東吾妻町 吾妻脳神経外科循環器科 13 渋川市 川島医院

7 東吾妻町 大戸診療所 14 渋川市 野口眼科医院

15 渋川市 クリニックオガワ

　なお、どの圏域のへき地であるのかにかかわらず、群馬県全体のへき地の医療を専門的に支援していく医療機関は以下
のとおりです。
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【基準３】へき地の診療を専門的に支援する医療機関

No. 市町村 医療機関名

1 長野原町 西吾妻福祉病院

（２）利根沼田圏域

［沼田市、片品村、川場村、昭和村、みなかみ町］

【基準１】へき地の診療を担う医療機関

No. 市町村 医療機関名 No. 市町村 医療機関名

1 沼田市 沼田脳神経外科循環器科病院 7 沼田市 武田メンタルクリニック

2 沼田市 沼田病院 8 沼田市 しめぎ整形外科クリニック

3 みなかみ町 上牧温泉病院 9 片品村 星野医院

4 沼田市 かない眼科クリニック 10 片品村 片品診療所

5 沼田市 金子医院 11 昭和村 森下診療所

6 沼田市 皇海診療所 12 みなかみ町 山本医院

【基準２】へき地の診療を支援する医療機関

No. 市町村 医療機関名

1 片品村 星野医院

【基準３】へき地の診療を専門的に支援する医療機関

No. 市町村 医療機関名 No. 市町村 医療機関名

1 沼田市 沼田脳神経外科循環器科病院 3 沼田市 利根中央病院

2 沼田市 沼田病院

（３）西部圏域

［高崎市、藤岡市、富岡市、安中市、上野村、神流町、下仁田町、南牧村、甘楽町］

【基準１】へき地の診療を担う医療機関

No. 市町村 医療機関名 No. 市町村 医療機関名

1 安中市 公立碓氷病院 10 安中市 公立碓氷病院細野出張診療所

2 安中市 松井田病院 11 上野村 上野村へき地診療所

3 藤岡市 藤岡市国民健康保険鬼石病院 12 神流町 神流町国民健康保険直営中里診療所

4 藤岡市 公立藤岡総合病院 13 神流町 万場診療所

5 高崎市 塚越クリニック 14 下仁田町 本宿診療所

6 高崎市 野邑医院 15 下仁田町 清隆会佐藤医院

7 安中市 有坂内科医院 16 下仁田町 大沢クリニック

8 安中市 横川診療所 17 南牧村 大沢クリニックなんもく分院

9 安中市 公立碓氷病院入山出張診療所

【基準２】へき地の診療を支援する医療機関

No. 市町村 医療機関名 No. 市町村 医療機関名

1 高崎市 真木病院 13 高崎市 沼賀眼科医院

2 高崎市 大原会大原病院 14 高崎市 榛名荘病院附属高崎診療所はるな脳外科

3 安中市 公立碓氷病院 15 高崎市 田中眼科医院

4 藤岡市 藤岡市国民健康保険鬼石病院 16 高崎市 耳鼻咽喉科はるクリニック

5 藤岡市 育生会篠塚病院 17 安中市 大貫クリニック

6 下仁田町 下仁田厚生病院 18 安中市 武井内科循環器科

7 高崎市 あかばね眼科 19 安中市 さるや内科医院

8 高崎市 黒沢病院附属ヘルスパーククリニック 20 藤岡市 中島整形外科クリニック

9 高崎市 下和田クリニック 21 藤岡市 根岸産婦人科小児科医院

10 高崎市 仁静堂医院 22 富岡市 武市眼科医院

11 高崎市 整形さとりクリニック 23 甘楽町 安藤医院

12 高崎市 たかはし眼科クリニック

【基準３】へき地の診療を専門的に支援する医療機関

No. 市町村 医療機関名 No. 市町村 医療機関名

1 藤岡市 公立藤岡総合病院 2 富岡市 公立富岡総合病院
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９ 周産期医療
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 ９　周産期医療

（１）中部圏域

　以下の基準に合致し、掲載の同意を得た医療機関

【総合周産期母子医療センター】

■掲載基準

　群馬県周産期医療機関指定・認定基準に基づき、「総合周産期母子医療センター」に指定されていること。

市町村 医療機関名
渋川市 県立小児医療センター

【地域周産期母子医療センター】

■掲載基準

　群馬県周産期医療機関指定・認定基準に基づき、「地域周産期母子医療センター」に認定されていること。

市町村 医療機関名
前橋市 群馬大学医学部附属病院
前橋市 前橋赤十字病院
前橋市 群馬中央病院

【協力医療機関】

■掲載基準

　群馬県周産期医療機関指定・認定基準に基づき、「協力医療機関」に認定されていること。

市町村 医療機関名
前橋市 前橋協立病院
伊勢崎市 伊勢崎市民病院

【特定指定病院】

■掲載基準

　群馬県周産期医療機関指定・認定基準に基づき、「特定指定病院」に認定されていること。

市町村 医療機関名
前橋市 済生会前橋病院

【分娩取扱医療機関】

■掲載基準

　正常分娩を安全に実施可能であること。

市町村 医療機関名
前橋市 横田マタニティーホスピタル
前橋市 小沢医院
前橋市 神岡産婦人科医院
前橋市 マザーズクリニックTAMURA
伊勢崎市 新生産婦人科医院
伊勢崎市 フクイ産婦人科クリニック
伊勢崎市 ふたばマタニティクリニック
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（２）西部圏域

　以下の基準に合致し、掲載の同意を得た医療機関

【総合周産期母子医療センター】

■掲載基準

　群馬県周産期医療機関指定・認定基準に基づき、「総合周産期母子医療センター」に指定されていること。

市町村 医療機関名
渋川市 県立小児医療センター

【地域周産期母子医療センター】

■掲載基準

　群馬県周産期医療機関指定・認定基準に基づき、「地域周産期母子医療センター」に認定されていること。

市町村 医療機関名
前橋市 群馬大学医学部附属病院
前橋市 前橋赤十字病院
前橋市 群馬中央病院
高崎市 高崎総合医療センター
藤岡市 公立藤岡総合病院

【協力医療機関】

■掲載基準

　群馬県周産期医療機関指定・認定基準に基づき、「協力医療機関」に認定されていること。

市町村 医療機関名
前橋市 前橋協立病院
富岡市 公立富岡総合病院

【特定指定病院】

■掲載基準

　群馬県周産期医療機関指定・認定基準に基づき、「特定指定病院」に認定されていること。

市町村 医療機関名
前橋市 済生会前橋病院

【分娩取扱医療機関】

■掲載基準

　正常分娩を安全に実施可能であること。

市町村 医療機関名
高崎市 産科婦人科舘出張佐藤病院
高崎市 斎川産婦人科医院
高崎市 セントラルレディースクリニック
高崎市 田村産婦人科
高崎市 松原医院
高崎市 矢崎医院
高崎市 いしもとレディスクリニック
高崎市 吉井中央診療所
藤岡市 光病院
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（３）北部圏域

　以下の基準に合致し、掲載の同意を得た医療機関

【総合周産期母子医療センター】

■掲載基準

　群馬県周産期医療機関指定・認定基準に基づき、「総合周産期母子医療センター」に指定されていること。

市町村 医療機関名
渋川市 県立小児医療センター

【地域周産期母子医療センター】

■掲載基準

　群馬県周産期医療機関指定・認定基準に基づき、「地域周産期母子医療センター」に認定されていること。

市町村 医療機関名
前橋市 群馬大学医学部附属病院
前橋市 前橋赤十字病院
前橋市 群馬中央病院

【協力医療機関】

■掲載基準

　群馬県周産期医療機関指定・認定基準に基づき、「協力医療機関」に認定されていること。

市町村 医療機関名
前橋市 前橋協立病院
沼田市 利根中央病院

【特定指定病院】

■掲載基準

　群馬県周産期医療機関指定・認定基準に基づき、「特定指定病院」に認定されていること。

市町村 医療機関名
前橋市 済生会前橋病院

【分娩取扱医療機関】

■掲載基準

　正常分娩を安全に実施可能であること。

市町村 医療機関名
渋川市 渋川中央病院
渋川市 クリニックオガワ
沼田市 久保産婦人科医院
長野原町 西吾妻福祉病院
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（４）東部圏域

　以下の基準に合致し、掲載の同意を得た医療機関

【総合周産期母子医療センター】

■掲載基準

　群馬県周産期医療機関指定・認定基準に基づき、「総合周産期母子医療センター」に指定されていること。

市町村 医療機関名
渋川市 県立小児医療センター

【地域周産期母子医療センター】

■掲載基準

　群馬県周産期医療機関指定・認定基準に基づき、「地域周産期母子医療センター」に認定されていること。

市町村 医療機関名
前橋市 群馬大学医学部附属病院
前橋市 前橋赤十字病院
前橋市 群馬中央病院
桐生市 桐生厚生総合病院
太田市 太田記念病院

【協力医療機関】

■掲載基準

　群馬県周産期医療機関指定・認定基準に基づき、「協力医療機関」に認定されていること。

市町村 医療機関名
前橋市 前橋協立病院

【特定指定病院】

■掲載基準

　群馬県周産期医療機関指定・認定基準に基づき、「特定指定病院」に認定されていること。

館林市 館林厚生病院

【分娩取扱医療機関】

■掲載基準

　正常分娩を安全に実施可能であること。

市町村 医療機関名
桐生市 くりはら医院
桐生市 たかのす診療所
太田市 岩崎医院
太田市 伊藤産婦人科
太田市 藤井レディースクリニック
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１０ 小児医療
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１０　小児医療

４つの圏域毎に見る医療機関設置の現状

　

【中核病院小児科（小児三次医療）】
市町村 医療機関名 備考
前橋市 群馬大学医学部附属病院 大学病院
渋川市 群馬県立小児医療センター 小児専門病院

※診療報酬上、新生児特定集中治療室として算定が可能なＮＩＣＵを有している病院を掲載。
○中核病院小児科病院は、全ての圏域に係わることから、圏域ごとには表示していません。

（１）中毛圏域

【一般小児医療（小児初期医療）】

・一般小児科
小児科を標榜する医療機関

・休日夜間初期小児救急
市町村 医療機関名 備考
前橋市 前橋市夜間急病診療所

地域の在宅当番医

・地域振興小児科
市町村 医療機関名 備考
前橋市 済生会前橋病院

伊勢崎市 伊勢崎佐波医師会病院
現在小児入院は休止中。休日夜間小
児初期医療は対応

【地域小児科センター（小児二次医療）】
市町村 医療機関名 備考
前橋市 前橋赤十字病院
前橋市 群馬中央病院
前橋市 前橋協立病院

伊勢崎市 伊勢崎市民病院

　ここでは、４つの圏域毎等に小児医療に関連する医療機関の配置を示します。

　高度医療を提供する、中核病院小児科（小児三次医療）については、全ての圏域に係わっ
ていることから、群馬県全体を対象地域として示しています。また、北毛地区の地域小児科セ
ンター（小児二次医療）については、その医療状況に鑑み、前橋圏域を含む形で表現してい
ます。
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（２）西毛圏域

【一般小児医療（小児初期医療）】

・一般小児科
小児科を標榜する医療機関

・休日夜間初期小児救急
市町村 医療機関名 備考
高崎市 高崎市夜間休日急病診療所
富岡市 富岡市甘楽郡医師会休日診療所

地域の在宅当番医

・地域振興小児科
市町村 医療機関名 備考
安中市 公立碓氷病院

下仁田町 下仁田厚生病院 小児入院はなし

【地域小児科センター（小児二次医療）】
市町村 医療機関名 備考
高崎市 高崎総合医療センター
高崎市 高崎中央病院
藤岡市 公立藤岡総合病院
富岡市 公立富岡総合病院

（３）北毛圏域

【一般小児医療（小児初期医療）】

・一般小児科
小児科を標榜する医療機関

・休日夜間初期小児救急
市町村 医療機関名 備考
渋川市 渋川地区広域圏夜間急患診療所

沼田市 沼田利根医師会休日夜間急患診療所

地域の在宅当番医

・地域振興小児科
市町村 医療機関名 備考
沼田市 国立病院機構沼田病院

東吾妻町 原町赤十字病院 現在小児入院は休止
渋川市 北毛病院 現在小児入院は休止

長野原町 西吾妻福祉病院 小児入院は出産後の新生児のみ
渋川市 渋川医療センター 小児入院はなし

【地域小児科センター（小児二次医療）】
市町村 医療機関名 備考
沼田市 利根中央病院
前橋市 前橋赤十字病院
前橋市 群馬中央病院
前橋市 済生会前橋病院
前橋市 前橋協立病院
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（４）東毛圏域

【一般小児医療（小児初期医療）】

・一般小児科
小児科を標榜する医療機関

・休日夜間初期小児救急
市町村 医療機関名 備考
桐生市 桐生市医師会立平日夜間急病診療所
太田市 太田市平日夜間急病診療所
館林市 館林市夜間急病診療所

地域の在宅当番医

・地域振興小児科
市町村 医療機関名 備考

みどり市 恵愛堂病院
太田市 本島総合病院
館林市 館林厚生病院 入院休止中

【地域小児科センター（小児二次医療）】
市町村 医療機関名 備考
桐生市 桐生厚生総合病院
太田市 太田記念病院

【療養・療育支援】

【医療型障害児入所施設】
市町村 医療機関名 備考
高崎市 群馬整肢療護園 重症心身・肢体不自由
高崎市 はんな・さわらび療育園 重症心身
渋川市 渋川医療センター 重症心身
桐生市 両毛整肢療護園 肢体不自由

みどり市 希望の家療育病院 重症心身

【小児等在宅医療】
　小児在宅医療に対応できる医療機関、訪問看護ステーション等
  　（マッピングぐんま（http://mapping-gunma.pref.gunma.jp/pref-gunma/）
  　　トップページ > 健康・福祉・医療情報の地図一覧 > 小児等の在宅医療に対応可能な医療機関 参照）
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１１ 在宅医療
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１１　在宅医療

№ 保健医療圏 市町村 医療機関名

1 前橋 前橋市 群馬大学医学部附属病院

2 前橋 前橋市 善衆会病院

3 前橋 前橋市 前橋協立病院

4 前橋 前橋市 前橋赤十字病院

5 前橋 前橋市 老年病研究所附属病院

6 前橋 前橋市 群馬中央病院

7 前橋 前橋市 わかば病院

8 前橋 前橋市 上毛病院

9 前橋 前橋市 群馬県立心臓血管センタ－

10 前橋 前橋市 済生会前橋病院

11 前橋 前橋市 前橋城南病院

12 高崎・安中 高崎市 日高病院

13 高崎・安中 高崎市 日高リハビリテーション病院

14 高崎・安中 高崎市 黒沢病院

15 高崎・安中 高崎市 高崎総合医療センター

16 高崎・安中 高崎市 高崎中央病院

17 高崎・安中 高崎市 中央群馬脳神経外科病院

18 高崎・安中 高崎市 真木病院

19 高崎・安中 高崎市 希望館病院

20 高崎・安中 高崎市 第一病院

21 高崎・安中 高崎市 関越中央病院

22 高崎・安中 高崎市 サンピエール病院

23 高崎・安中 安中市 本多病院

24 高崎・安中 安中市 須藤病院

25 高崎・安中 安中市 公立碓氷病院

26 高崎・安中 安中市 松井田病院

【医療機関等の掲載基準】

■基準１：退院支援

（基準１に該当する病院）

④   退院後に患者に起こりうる病状の変化やその対応について、退院前カンファレンス
   や文書、電話等で、他の医療機関、施設等との情報共有を図っていること

③   退院支援の際には、患者の住み慣れた地域に配慮した在宅医療及び介護資源の紹介
  ・ 仲介等を行っていること

②   入院初期から退院後の生活を見据えた退院支援を行っていること

①   退院支援業務専任の担当者が１名以上（非常勤職員にあっては常勤職員への換算後
   の人数）いること

　以下の基準に合致し、掲載の同意を得た病院・有床診療所
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№ 保健医療圏 市町村 医療機関名

（基準１に該当する病院）

27 渋川 渋川市 渋川医療センター

28 渋川 渋川市 上之原病院

29 藤岡 藤岡市 篠塚病院

30 藤岡 藤岡市 公立藤岡総合病院

31 富岡 富岡市 公立富岡総合病院

32 富岡 富岡市 公立七日市病院

33 吾妻 中之条町 群馬リハビリテーション病院

34 吾妻 東吾妻町 原町赤十字病院

35 沼田 沼田市 沼田脳神経外科循環器科病院

36 沼田 沼田市 利根中央病院

37 沼田 沼田市 沼田病院

38 沼田 みなかみ町 月夜野病院

39 沼田 みなかみ町 上牧温泉病院

40 沼田 川場村 ほたか病院

41 伊勢崎 伊勢崎市 脳血管研究所附属美原記念病院

42 伊勢崎 伊勢崎市 伊勢崎市民病院

43 伊勢崎 伊勢崎市 伊勢崎佐波医師会病院

44 伊勢崎 伊勢崎市 群馬県立精神医療センター

45 伊勢崎 伊勢崎市 鶴谷病院

46 桐生 みどり市 東邦病院

47 桐生 みどり市 恵愛堂病院

48 桐生 桐生市 桐生厚生総合病院

49 桐生 桐生市 高木病院

50 太田･館林 太田市 太田記念病院

51 太田･館林 太田市 堀江病院

52 太田･館林 館林市 館林記念病院

53 太田･館林 館林市 館林厚生病院

54 太田･館林 館林市 新橋病院

55 太田･館林 館林市 慶友整形外科病院
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№ 保健医療圏 市町村 医療機関名

1 前橋 前橋市 老年病研究所附属高玉診療所

2 前橋 前橋市 中田クリニック

3 前橋 前橋市 清宮医院

4 前橋 前橋市 はやぶさクリニック

5 前橋 前橋市 斉藤内科泌尿器科医院

6 前橋 前橋市 伊藤内科医院

7 前橋 前橋市 山下医院

8 前橋 前橋市 河内循環器クリニック

9 前橋 前橋市 木暮医院

10 前橋 前橋市 吉松医院

11 前橋 前橋市 永島内科医院

12 前橋 前橋市 宮石内科医院

13 前橋 前橋市 江木町クリニック

14 前橋 前橋市 長崎医院

15 前橋 前橋市 塩崎内科医院

16 前橋 前橋市 大竹内科医院

17 前橋 前橋市 あおばクリニック

18 前橋 前橋市 村谷胃腸科医院

19 前橋 前橋市 中嶋医院

20 前橋 前橋市 下田内科医院

21 前橋 前橋市 えんどう内科クリニック

22 前橋 前橋市 田中醫院

23 前橋 前橋市 星医院

24 前橋 前橋市 岡野内科胃腸科医院

25 前橋 前橋市 上泉内科

26 前橋 前橋市 とくながクリニック

27 前橋 前橋市 山王医院

28 前橋 前橋市 梅枝内科医院

29 前橋 前橋市 神宮医院

30 前橋 前橋市 関内科医院

31 前橋 前橋市 前橋東クリニック

32 前橋 前橋市 新井胃腸科診療所

33 前橋 前橋市 狩野外科医院

34 前橋 前橋市 もてぎ内科医院

35 前橋 前橋市 武田クリニック

36 前橋 前橋市 佐治内科医院

37 前橋 前橋市 吉野医院

38 前橋 前橋市 定方医院

39 前橋 前橋市 豊田内科医院

40 前橋 前橋市 みやざき内科クリニック

41 前橋 前橋市 あづまクリニック

42 前橋 前橋市 小沢医院

③   自宅等、患者の希望する場所での看取りを行っていること

（基準２に該当する一般診療所）

■基準２：在宅医療の実施

　医療機関等の区分別に、以下の基準に合致し、掲載の同意を得た医療機関等

（１）一般診療所の基準

①   往診又は訪問診療を行っており、かつ、これらの実績があること

②   患者の急変時において、２４時間の対応を行っていること（他の医療機関と連携して
   対応している場合を含む）
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№ 保健医療圏 市町村 医療機関名

（基準２に該当する一般診療所）

43 前橋 前橋市 齋藤医院

44 前橋 前橋市 萩原内科医院

45 前橋 前橋市 山口内科クリニック

46 前橋 前橋市 中野医院

47 前橋 前橋市 若宮内科

48 前橋 前橋市 塙医院

49 前橋 前橋市 青山医院

50 前橋 前橋市 深沢内科クリニック

51 前橋 前橋市 つくも内科医院

52 前橋 前橋市 やました内科医院

53 前橋 前橋市 さるきクリニック

54 前橋 前橋市 中村外科医院

55 前橋 前橋市 村山医院

56 前橋 前橋市 上毛大橋クリニック

57 前橋 前橋市 西片貝クリニック

58 前橋 前橋市 すぐた医院ゆう子キッズクリニック

59 前橋 前橋市 うめだ内科クリニック

60 高崎・安中 高崎市 吉井中央診療所

61 高崎・安中 高崎市 吉原クリニック

62 高崎・安中 高崎市 牧元医院

63 高崎・安中 高崎市 緩和ケア診療所・いっぽ

64 高崎・安中 高崎市 うめやま医院

65 高崎・安中 高崎市 善如寺医院

66 高崎・安中 高崎市 地域ケアセンター診療所

67 高崎・安中 高崎市 通町診療所

68 高崎・安中 高崎市 やわたクリニック

69 高崎・安中 高崎市 ひだまり診療所

70 高崎・安中 高崎市 ひぐち内科クリニック

71 高崎・安中 高崎市 ふるしま医院

72 高崎・安中 高崎市 真下クリニック

73 高崎・安中 高崎市 みなぐち医院

74 高崎・安中 高崎市 こだまクリニック

75 高崎・安中 高崎市 岡本内科クリニック

76 高崎・安中 高崎市 ふじえ内科医院

77 高崎・安中 高崎市 うえはらクリニック

78 高崎・安中 高崎市 橘内科

79 高崎・安中 高崎市 飯塚外科医院

80 高崎・安中 高崎市 豊岡呼吸器科内科クリニック

81 高崎・安中 高崎市 西村医院

82 高崎・安中 高崎市 森田外科胃腸科クリニック

83 高崎・安中 高崎市 関口医院

84 高崎・安中 高崎市 狩野外科医院

85 高崎・安中 高崎市 砂長胃腸科外科医院

86 高崎・安中 高崎市 大山小児科医院

87 高崎・安中 高崎市 野邑医院

88 高崎・安中 高崎市 小川クリニック

89 高崎・安中 高崎市 堀米医院

90 高崎・安中 高崎市 佐藤小児科内科医院

91 高崎・安中 高崎市 わかばクリニック

92 高崎・安中 高崎市 小野垣医院

93 高崎・安中 高崎市 いたがき内科クリニック

94 高崎・安中 高崎市 はぎわら内科医院
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№ 保健医療圏 市町村 医療機関名

（基準２に該当する一般診療所）

95 高崎・安中 高崎市 本多医院

96 高崎・安中 高崎市 山内医院

97 高崎・安中 高崎市 大塚医院

98 高崎・安中 高崎市 ひばりクリニック

99 高崎・安中 高崎市 吉浜内科小児科クリニック

100 高崎・安中 高崎市 松本医院

101 高崎・安中 高崎市 櫻井医院

102 高崎・安中 安中市 いわい中央クリニック

103 高崎・安中 安中市 みやぐち医院

104 高崎・安中 安中市 武井内科循環器科

105 高崎・安中 安中市 堀口医院

106 渋川 渋川市 こすもすクリニック

107 渋川 渋川市 北毛診療所

108 渋川 渋川市 神山内科医院

109 渋川 渋川市 赤城開成クリニック

110 渋川 渋川市 井口医院

111 渋川 渋川市 とまるクリニック

112 渋川 渋川市 大谷内科クリニック

113 渋川 渋川市 川島内科クリニック

114 渋川 渋川市 有馬クリニック

115 渋川 渋川市 高井医院

116 渋川 渋川市 佐藤医院

117 渋川 渋川市 石北医院

118 渋川 渋川市 中野医院

119 渋川 渋川市 塚越クリニック

120 渋川 榛東村 榛東わかばクリニック

121 渋川 榛東村 榛東さいとう医院

122 渋川 吉岡町 佐藤医院

123 藤岡 藤岡市 石川医院

124 藤岡 藤岡市 島田クリニック

125 藤岡 藤岡市 秋山医院

126 藤岡 藤岡市 田原内科クリニック

127 藤岡 藤岡市 木村内科医院

128 藤岡 藤岡市 原内科クリニック

129 藤岡 藤岡市 黒岩整形外科医院

130 藤岡 藤岡市 戸塚クリニック

131 藤岡 藤岡市 深沢内科医院

132 藤岡 藤岡市 松岡内科医院

133 藤岡 上野村 上野村へき地診療所

134 藤岡 神流町 万場診療所

135 富岡 富岡市 保阪医院

136 富岡 富岡市 大竹外科胃腸科

137 富岡 富岡市 たけべ医院

138 富岡 富岡市 須藤医院

139 富岡 富岡市 村田内科医院

140 富岡 富岡市 中島医院

141 富岡 甘楽町 小幡医院

142 富岡 甘楽町 庭谷クリニック

143 吾妻 中之条町 四万へき地診療所

144 吾妻 中之条町 六合診療所

145 吾妻 長野原町 櫻井医院

146 吾妻 嬬恋村 桜井クリニック
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№ 保健医療圏 市町村 医療機関名

（基準２に該当する一般診療所）

147 吾妻 草津町 草津外科内科クリニック

148 吾妻 草津町 布施医院

149 吾妻 高山村 中山診療所

150 吾妻 東吾妻町 吾妻脳神経外科循環器科

151 吾妻 東吾妻町 小池医院

152 沼田 沼田市 沼田クリニック

153 沼田 沼田市 皇海診療所

154 沼田 みなかみ町 竹内医院

155 伊勢崎 伊勢崎市 大井戸診療所

156 伊勢崎 伊勢崎市 都丸内科クリニック

157 伊勢崎 伊勢崎市 美原診療所

158 伊勢崎 伊勢崎市 豊受診療所

159 伊勢崎 伊勢崎市 山田内科クリニック

160 伊勢崎 伊勢崎市 松田医院

161 伊勢崎 伊勢崎市 小暮内科クリニック

162 伊勢崎 伊勢崎市 小杉内科医院

163 伊勢崎 伊勢崎市 桒原医院

164 伊勢崎 伊勢崎市 橘香堂田島医院

165 伊勢崎 玉村町 ひぐち内科歯科クリニック

166 伊勢崎 玉村町 ひらが脳神経外科

167 伊勢崎 玉村町 たまむら中央クリニック

168 伊勢崎 玉村町 五十嵐医院下之宮出張

169 桐生 桐生市 新宿医院

170 桐生 桐生市 雨宮内科医院

171 桐生 桐生市 細井内科医院

172 桐生 桐生市 まろ医院

173 桐生 桐生市 矢部クリニック

174 桐生 桐生市 ふじう医院

175 桐生 桐生市 北川内科クリニック

176 桐生 桐生市 星野醫院

177 桐生 桐生市 藤江醫院

178 桐生 桐生市 城田クリニック

179 桐生 桐生市 山崎医院

180 桐生 桐生市 三丸医院

181 桐生 桐生市 篠原クリニック

182 桐生 桐生市 たかのす診療所

183 桐生 桐生市 前原内科医院

184 桐生 桐生市 永田医院

185 桐生 桐生市 水沼診療所

186 桐生 桐生市 前川内科医院

187 桐生 桐生市 桐生クリニック

188 桐生 みどり市 齋藤医院

189 桐生 みどり市 内田内科医院

190 桐生 みどり市 小保方医院

191 桐生 みどり市 菅胃腸科内科小児科医院

192 太田･館林 太田市 くつなクリニック

193 太田･館林 太田市 綿打診療所

194 太田･館林 太田市 下浜田クリニック

195 太田･館林 太田市 新田診療所

196 太田･館林 太田市 太田協立診療所

197 太田･館林 太田市 山岸内科医院

198 太田･館林 太田市 たきざわ医院
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№ 保健医療圏 市町村 医療機関名

（基準２に該当する一般診療所）

199 太田･館林 太田市 川田クリニック

200 太田･館林 太田市 山口外科医院

201 太田･館林 太田市 伊藤内科小児科クリニック

202 太田･館林 太田市 渡辺クリニック

203 太田･館林 館林市 真中医院

204 太田･館林 館林市 安楽岡医院

205 太田･館林 板倉町 井上整形外科医院

206 太田･館林 板倉町 いたくら内科クリニック

207 太田･館林 明和町 ミツワ診療所

208 太田･館林 明和町 福田ペインクリニック

209 太田･館林 明和町 竹越医院

210 太田･館林 大泉町 真下胃腸科内科医院

211 太田･館林 大泉町 みづほクリニック

212 太田･館林 大泉町 黛泌尿器科内科医院

213 太田･館林 大泉町 湯澤医院

214 太田･館林 大泉町 三浦医院

215 太田･館林 邑楽町 小林内科医院

216 太田･館林 邑楽町 後藤クリニック

217 太田･館林 邑楽町 田沼内科医院
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№ 保健医療圏 市町村 歯科診療所名

1 前橋 前橋市 文京歯科医院

2 前橋 前橋市 芳賀歯科医院

3 前橋 前橋市 さとみ歯科医院

4 前橋 前橋市 青柳歯科クリニック

5 前橋 前橋市 よこはま歯科

6 前橋 前橋市 協立歯科クリニック

7 前橋 前橋市 小山歯科医院

8 前橋 前橋市 金子歯科朝日町クリニック

9 前橋 前橋市 長島歯科医院

10 前橋 前橋市 くどう歯科クリニック

11 前橋 前橋市 佐野歯科医院

12 前橋 前橋市 宮﨑歯科医院

13 前橋 前橋市 清宮歯科医院

14 前橋 前橋市 加藤歯科医院

15 前橋 前橋市 布川歯科医院

16 高崎・安中 高崎市 高崎デンタルクリニック

17 高崎・安中 高崎市 はるな生協歯科診療所

18 高崎・安中 高崎市 ホワイト歯科クリニック

19 高崎・安中 高崎市 吉田歯科医院

20 高崎・安中 高崎市 永山歯科医院

21 高崎・安中 高崎市 おの歯科クリニック

22 高崎・安中 高崎市 横山歯科医院

23 高崎・安中 高崎市 高南歯科医院

24 高崎・安中 高崎市 はるな歯科クリニック

25 高崎・安中 高崎市 いさはい歯科医院

26 高崎・安中 高崎市 関口歯科クリニッック

27 高崎・安中 高崎市 吉井歯科診療所

28 高崎・安中 安中市 星澤歯科医院

29 渋川 渋川市 北橘歯科診療所

30 渋川 渋川市 宮下歯科医院

31 渋川 渋川市 石岡歯科医院

32 渋川 榛東村 あおば歯科医院

33 渋川 吉岡町 たきざわ歯科医院

34 藤岡 藤岡市 むらかわ歯科

35 藤岡 藤岡市 石川歯科医院

36 藤岡 藤岡市 松岡デンタルクリニック

37 富岡 富岡市 富岡甘楽歯科医師会口腔保健センター診療所（代表窓口）

38 沼田 沼田市 ホワイト歯科クリニック

39 沼田 沼田市 山田歯科クリニック

40 伊勢崎 伊勢崎市 山脇歯科医院

41 伊勢崎 伊勢崎市 やまデンタルクリニック

42 伊勢崎 伊勢崎市 あらい歯科医院

43 伊勢崎 伊勢崎市 神戸歯科医院

44 伊勢崎 伊勢崎市 松本歯科医院

①   訪問歯科診療を行っており、かつ、これらの実績があること

②   患者宅に赴いて行う診療及び歯科衛生指導を実施していること

③   口腔ケア及び摂食・嚥下障害に対するリハビリテーションを実施可能であること

（基準２に該当する歯科診療所）

（２）歯科診療所の基準
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№ 保健医療圏 市町村 歯科診療所名

（基準２に該当する歯科診療所）

45 伊勢崎 玉村町 富沢歯科医院

46 桐生 桐生市 金子歯科医院

47 桐生 桐生市 百合歯科医院

48 桐生 桐生市 森下歯科クリニック

49 桐生 桐生市 須藤歯科医院

50 桐生 みどり市 しもやま歯科医院

51 桐生 みどり市 ささい歯科医院

52 桐生 みどり市 須永歯科医院

53 太田･館林 太田市 長谷川歯科医院

54 太田･館林 太田市 四分一歯科クリニック

55 太田･館林 館林市 上野医院歯科診療所

56 太田･館林 邑楽町 黒瀬歯科医院
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№ 保健医療圏 市町村 歯科診療所名

1 前橋 前橋市 コアラ薬局

2 前橋 前橋市 あおば薬局

3 前橋 前橋市 ウエルシア前橋青柳薬局

4 前橋 前橋市 かたかい調剤薬局

5 前橋 前橋市 金子調剤薬局

6 前橋 前橋市 コスモ２１薬局

7 前橋 前橋市 トリム薬局杉の子店

8 前橋 前橋市 フタバ薬局本町店

9 前橋 前橋市 ヘルシー薬局

10 前橋 前橋市 若宮調剤薬局

11 前橋 前橋市 マルエ薬局川原店

12 前橋 前橋市 ファーコスおぎくぼ薬局

13 前橋 前橋市 イエロー・グリーン薬局はこだ店

14 前橋 前橋市 ゆず薬局朝倉店

15 前橋 前橋市 富士薬局東前橋店

16 前橋 前橋市 くるみ薬局

17 前橋 前橋市 アップル薬局前橋店

18 前橋 前橋市 アイリス薬局青梨子店

19 高崎・安中 高崎市 けやき薬局

20 高崎・安中 高崎市 マキエ一貫堂薬局

21 高崎・安中 高崎市 あおば薬局

22 高崎・安中 高崎市 プラス薬局高崎吉井店

23 高崎・安中 高崎市 あすなろ薬局高崎京目店

24 高崎・安中 高崎市 かじ町薬局

25 高崎・安中 高崎市 観音寺薬局

26 高崎・安中 高崎市 そうごう薬局井野店

27 高崎・安中 高崎市 中泉薬局

28 高崎・安中 高崎市 三平薬局

29 高崎・安中 高崎市 なでしこ薬局

30 高崎・安中 高崎市 アイケイ薬局矢中店

31 高崎・安中 高崎市 大井田薬局高崎東店

32 高崎・安中 高崎市 コスモファーマ薬局馬庭店

33 高崎・安中 高崎市 本郷薬局

34 高崎・安中 高崎市 ぐんま調剤薬局くらがの店

35 高崎・安中 高崎市 アイリス薬局佐野店

36 高崎・安中 高崎市 コスモファーマ薬局並榎店

37 高崎・安中 安中市 調剤薬局くすりのはぎわら

38 高崎・安中 安中市 つばさ薬局

39 高崎・安中 安中市 大山薬局

40 高崎・安中 安中市 平成薬局

41 高崎・安中 安中市 中宿薬局

②   患者宅に赴いて行う指導（在宅患者訪問薬剤管理指導料又は居宅療養管理指導料が
   算定されるもの）を実施していること

③   患者の急変等の対応するための休日・夜間の調剤または在宅患者への対応を行って
   いること

④   在宅医療で通常利用される医療材料及び衛生材料の提供が可能であること

（基準２に該当する薬局）

（３）薬局の基準

①   在宅患者訪問薬剤管理指導料届出薬局であること

-101-



№ 保健医療圏 市町村 歯科診療所名

（基準２に該当する薬局）

42 渋川 渋川市 あおば薬局

43 渋川 吉岡町 トリム薬局前橋吉岡店

44 藤岡 藤岡市 西須薬局

45 藤岡 藤岡市 ありす薬局

46 藤岡 藤岡市 プラス薬局藤岡白石店

47 藤岡 藤岡市 藤岡調剤薬局

48 藤岡 神流町 かんな薬局

49 伊勢崎 伊勢崎市 五ッ星薬局

50 伊勢崎 伊勢崎市 かけづか薬局

51 伊勢崎 伊勢崎市 くにさだ薬局

52 伊勢崎 伊勢崎市 こすもす薬局

53 伊勢崎 伊勢崎市 スカイ薬局伊勢崎中央店

54 伊勢崎 伊勢崎市 松本ファーマシー

55 伊勢崎 伊勢崎市 松本ファーマシー殖蓮店

56 伊勢崎 伊勢崎市 マルエ薬局東店

57 伊勢崎 伊勢崎市 クオール薬局伊勢崎店

58 伊勢崎 玉村町 エース調剤薬局

59 桐生 桐生市 のぞみ薬局

60 桐生 桐生市 カトレア薬局

61 桐生 桐生市 コジマ薬局

62 桐生 桐生市 マルサン薬品みどり薬局

63 桐生 桐生市 オリーブ薬局

64 桐生 桐生市 境野調剤薬局

65 桐生 桐生市 ひまわり薬局

66 桐生 桐生市 あたご薬局

67 桐生 桐生市 エンドー薬局おりひめ店

68 桐生 桐生市 ウエルシア桐生境野薬局

69 桐生 桐生市 エンドー薬局さくら店

70 桐生 桐生市 健康堂薬局

71 桐生 桐生市 にいさと薬局

72 太田・館林 太田市 アイ調剤薬局

73 太田・館林 太田市 エムシー薬局太田店

74 太田・館林 太田市 チェリー調剤薬局

75 太田・館林 太田市 富士薬局中央店

76 太田・館林 太田市 ことのは薬局

77 太田・館林 太田市 富士薬局大島店

78 太田・館林 太田市 あおば薬局

79 太田・館林 太田市 そうごう薬局藪塚店

80 太田・館林 館林市 ファミル薬局

81 太田・館林 大泉町 薬局もり２号店

82 太田・館林 大泉町 すみれ調剤薬局大泉店

83 太田・館林 邑楽町 神農調剤薬局邑楽店

84 太田・館林 邑楽町 すみれ調剤薬局邑楽店
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№ 保健医療圏 市町村 訪問看護事業所

1 前橋 前橋市 広瀬訪問看護ステーションたんぽぽ

2 前橋 前橋市 前橋協立診療所

3 前橋 前橋市 前橋赤十字訪問看護ステーション

4 前橋 前橋市 朝倉訪問看護ステーションたんぽぽ

5 前橋 前橋市 群馬県看護協会訪問看護ステーション前橋南

6 前橋 前橋市 訪問看護ステーションまえばし

7 前橋 前橋市 青梨子訪問看護ステーション

8 前橋 前橋市 老年病研究所訪問看護ステーションひまわり

9 前橋 前橋市 群馬県看護協会訪問看護ステーション

10 前橋 前橋市 訪問看護ステーション愛（まな）の家

11 前橋 前橋市 群馬県看護協会訪問看護ステーション粕川

12 前橋 前橋市 西片貝クリニック

13 前橋 前橋市 マイナースひかり

14 前橋 前橋市 城東訪問看護ステーションたんぽぽ

15 前橋 前橋市 訪問看護ステーションあさひの家

16 高崎・安中 高崎市 緩和ケア診療所・いっぽ

17 高崎・安中 高崎市 訪問看護ステーションこすもす

18 高崎・安中 高崎市 群馬県看護協会訪問看護ステーション高崎

19 高崎・安中 高崎市 サンピエール病院訪問看護ステーション

20 高崎・安中 高崎市 訪問看護ステーションあい

21 高崎・安中 高崎市 訪問看護ステーションほほえみ

22 高崎・安中 高崎市 訪問看護ステーションくろさわ

23 高崎・安中 高崎市 訪問看護ステーション　みのわ

24 高崎・安中 高崎市 訪問看護ステーション　真木

25 高崎・安中 高崎市 老人訪問看護ステーション三愛

26 高崎・安中 高崎市 訪問看護ステーション榛名荘

27 高崎・安中 高崎市 訪問看護ステーションハイクオール

28 高崎・安中 高崎市 森田外科胃腸科クリニック

29 高崎・安中 高崎市 小野垣医院

30 高崎・安中 高崎市 もてき脳神経外科

31 高崎・安中 安中市 安中市訪問看護ステーション

32 渋川 渋川市 群馬県看護協会訪問看護ステーション渋川

33 渋川 渋川市 虹訪問看護ステーション

34 渋川 渋川市 有馬クリニック

35 渋川 渋川市 こすもす訪問看護ステーション

36 渋川 渋川市 上之原病院

37 渋川 渋川市 訪問看護ステーション上之原

38 渋川 榛東村 訪問看護ステーションこだま

39 渋川 吉岡町 訪問看護ステーションホームナース

40 藤岡 藤岡市 訪問看護ステーション「はるかぜ」

41 藤岡 藤岡市 訪問看護ステーションあさひ

42 藤岡 藤岡市 やまうち内科

43 藤岡 藤岡市 井田医院

②  急変時において、２４時間の対応を行っていること

③  自宅等、患者の希望する場所でのターミナルケアを行っていること

④  ターミナルケアについて、２４時間の対応を行っていること

（基準２に該当する訪問看護事業所）

（４）訪問看護事業所の基準

①  常勤の看護師を置いていること
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№ 保健医療圏 市町村 訪問看護事業所

（基準２に該当する訪問看護事業所）

44 富岡 富岡市 富岡地域訪問看護ステーション

45 富岡 富岡市 訪問看護ステーション太陽

46 富岡 富岡市 群馬県看護協会訪問看護ステーション富岡

47 吾妻 嬬恋村 嬬恋村訪問看護ステーションそよ風

48 吾妻 東吾妻町 原町赤十字訪問看護ステーション

49 沼田 沼田市 訪問看護ステーションまつかぜ

50 沼田 みなかみ町 竹内医院

51 伊勢崎 伊勢崎市 美原記念病院訪問看護ステーショングラーチア

52 伊勢崎 伊勢崎市 大井戸診療所

53 伊勢崎 伊勢崎市 訪問看護ステーションいせさき

54 伊勢崎 伊勢崎市 訪問看護ステーションつるがや

55 伊勢崎 伊勢崎市 伊勢崎佐波医師会病院訪問看護ステーション

56 伊勢崎 伊勢崎市 訪問看護ステーションふれあい

57 伊勢崎 伊勢崎市 Ｐｅｎｔａｓ訪問看護ステーション

58 伊勢崎 伊勢崎市 訪問看護ステーションきらくな家

59 伊勢崎 玉村町 訪問看護リハビリステーションおだやか

60 桐生 桐生市 訪問看護ステーションきりゅう

61 桐生 桐生市 訪問看護ステーションやまびこ

62 桐生 桐生市 たかのす診療所

63 桐生 桐生市 訪問看護ステーションクララトーホー

64 桐生 みどり市 希望の家訪問看護ステーション

65 桐生 みどり市 訪問看護ステーションサンホープ笠懸

66 太田・館林 太田市 太田記念病院訪問看護ステーション

67 太田・館林 太田市 山口外科医院

68 太田・館林 太田市 訪問サービスセンターみなみ

69 太田・館林 太田市 訪問看護ステーションファミリィー

70 太田・館林 太田市 東長岡訪問看護ステーションたんぽぽ

71 太田・館林 太田市 訪問看護ステーションとうもう

72 太田・館林 太田市 ホームケアクリニック一期の家

73 太田・館林 太田市 訪問看護ステーションふじあく

74 太田・館林 太田市 天使のケア清水

75 太田・館林 太田市 訪問看護ステーションわたぼうし

76 太田・館林 館林市 訪問看護ステーションたてばやし

77 太田・館林 板倉町 めぐ訪問看護ステーション

78 太田・館林 明和町 ミツワ診療所

79 太田・館林 邑楽町 トータルケアサービス

80 太田・館林 邑楽町 訪問看護ステーションかがやき

81 太田・館林 邑楽町 ほほえみ在宅看護ステーション
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１２　届出により一般病床を設置できる診療所（特例診療所）

 ○ 医療機関の掲載基準

■基準に該当する医療機関

№ 市町村

1 前橋市 マザーズクリニックTAMURA 基準③に該当

  医療法第７条第３項及び同法施行規則第１条の１４第７項第１号から第３号の規定に基づき、次の診療
所については、医療計画に記載され又は記載されることが見込まれることを要件として、知事への届出に
より一般病床の設置や増床が可能とされています。

  ①　居宅等における医療の提供のために必要な診療所
  ②　へき地に設置される診療所
  ③　小児医療、周産期医療等、地域において良質かつ適切な医療が提供されるために特に必要な診療所

医療機関名 備考
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