
１０ 小児医療

○求められる医療機能

１ 相談支援等
（１）目標

・ 子どもの急病時の対応等を支援すること

・ 医療を必要とする児童及びその家族に対し、地域の医療資源・福祉サービス等につい

て情報を提供すること

・ 不慮の事故等の救急の対応が必要な場合に、救急蘇生法等を実施できること

・ かかりつけ医を持つとともに、適正な受療行動をとること

（２）関係者に求められる事項

（家族等周囲にいる者）

・ 必要に応じ小児救急電話相談を活用すること

・ 不慮の事故の原因となるリスクを可能な限り取り除くこと

・ 救急蘇生法等の適切な処置を実施すること

・ かかりつけ医を持つこと

・ 予防接種を受けるなど、疾病の予防に努めること

（消防機関等）

・ 心肺蘇生法や不慮の事故予防に対する必要な知識を家族等に対し指導すること

・ 急性期医療を担う医療機関へ速やかに搬送すること

・ 統合型医療情報システムを活用し、適切な医療機関へ速やかに搬送すること

（行政機関）

・ 休日夜間等に子どもの急病等に関する相談体制を確保すること（小児救急電話相談）

・ 急病時の対応等について適切な受療行動の啓発を実施すること

・ 心肺蘇生法や不慮の事故予防に対する必要な知識を、家族等に対し指導する体制を確

保すること

・ 慢性疾患の診療やこころのケアが必要な児童及びその家族に対し、地域の医療資源・

福祉サービス等について情報を提供すること

２ 一般小児医療（小児初期医療）

２－１ 一般小児医療
（１）目標

地域に必要な一般小児医療を実施すること

（２）医療機関に求められる事項

・ 一般的な小児医療に必要とされる診断・検査・治療を実施すること

・ 慢性疾患の急変時に備え、対応可能な医療機関と連携していること
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・ 専門医療を担う地域の病院と診療情報や治療計画を共有するなどして連携しているこ

と

・ 家族に対する精神的サポート等の支援を実施すること

・ 関係機関と連携し、児童虐待の発生予防、早期発見・早期対応に努めること

（３）医療機関の例

・ 小児科を標榜する医療機関

２－２ 休日夜間小児初期救急
（１）目標

休日夜間の小児初期医療を実施すること

（２）医療機関に求められる事項

・ 休日夜間急患センター等における３６５日の小児初期救急医療を提供すること

・ 休日夜間に入院等を要する場合に備え、対応可能な医療機関と連携すること

・ 地域で小児医療に従事する開業医等が、自院や病院の開放施設（オープン制度）、休

日夜間急患センター等において、休日夜間の初期小児救急医療に参画すること

（３）医療機関の例

・ 在宅当番医制に参加している診療所、休日夜間急患センター

２－３ 地域振興小児科
（１）目標

地域に必要な一般小児医療や、軽症患者の入院医療を実施すること

（２）医療機関に求められる事項

・ 一般的な小児医療に必要な診断・検査・治療を実施すること

・ 専門的外来医療や軽症患者の入院医療が実施可能であること

・ 一般小児科や地域小児科センター等の地域医療機関と連携し、地域で求められる小児

医療を担うこと

・ 家族に対する精神的サポート等の支援を実施すること

・ 関係機関と連携し、児童虐待の発生予防、早期発見・早期対応に努めること

（３）医療機関の例

・ 専門的外来医療を行っている病院又は入院可能な病院

３ 地域小児科センター（小児二次医療）
（１）目標

・ 一般の小児医療を行う医療機関では対応が困難な患者に対する医療を実施すること

・ 入院を要する小児救急医療を２４時間体制で実施すること
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（２）医療機関に求められる事項

・ 入院が必要となるような重症の小児患者に対して、複数施設で連携して２４時間

３６５日空白日を生じさせないことにより、確実に受け入れる体制づくりをすること

・ 各地域の一般小児医療、地域小児科センター、中核病院小児科、医師会、消防、行政

による連携体制を構築すること

・ 一般小児科や休日夜間初期小児救急、地域振興小児科の地域医療機関と連携し、地域

で求められる小児医療を担うこと

・ より高度な医療を必要とする患者への対応として、中核病院小児科と連携すること

・ 療養・療育支援を担う施設と連携していること

・ 家族に対する精神的サポート等の支援を実施すること

・ 関係機関と連携し、児童虐待の発生予防、早期発見・早期対応に努めること

（３）医療機関の例

・ 各圏域単独又は複数で各圏域の小児救急入院医療を実施する病院

４ 中核病院小児科（小児三次医療）
（１）目標

・ 地域小児科センターでは対応が困難な患者に対する高度な専門入院医療を実施するこ

と

・ 小児の救命救急医療を２４時間体制で実施すること

・ 当該地域における医療従事者への教育や研究を実施すること

（２）医療機関に求められる事項

・ 中核病院小児科や地域小児科センターとの連携により、高度で専門的な診断・検査・

治療を実施し、医療人材の育成・交流などを含めて地域医療に貢献すること

・ 地域振興小児科や地域小児科センターからの紹介患者や救急搬送による患者を中心と

して、重篤な小児患者に対する救急医療を２４時間３６５日体制で実施すること

・ 診療報酬上の施設基準に適合するＮＩＣＵを運営すること

・ ＰＩＣＵを運営すること

・ 小児病棟やＮＩＣＵ等から退院する際に、療養・療育支援を担う施設と連携すること

・ 家族に対する精神的サポート等の支援を実施すること

・ 関係機関と連携し、児童虐待の発生予防、早期発見・早期対応に努めること

（３）医療機関の例

・ 大学医学部附属病院

・ 小児医療センター

５ 療養・療育支援、小児等在宅医療
（１）目標

・ 生活の場（施設を含む）での療養・療育が必要な小児等に対し支援を実施すること
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（２）医療機関に求められる事項

・ 重症心身障害児等に係る必要な病床数の整備をすること

・ 他の医療機関の小児病棟やＮＩＣＵ等から退院後、生活の場（施設を含む）での療養

・療育が必要な小児等に対し、必要な医療等の支援を実施すること

・ 訪問看護ステーション、福祉サービス事業者、行政等との連携により、医療、介護及

び福祉サービス（レスパイトを含む）を調整すること

・ 家族に対する精神的サポート等の支援を実施すること

・ 在宅医療をサポートするための医療機関と薬局が連携すること

・ 歯科診療所による口腔ケアのサポートを実施すること

（３）医療機関の例

・ 医療型障害児入所施設

・ 在宅医療に対応できる医療機関

・ 訪問看護ステーション

・ 歯科診療所・薬局等
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【基準１】一般小児医療（小児初期医療）

（１）一般小児科　※個別の医療機関名は掲載しない

小児科を標榜する医療機関

（２）休日夜間小児初期救急　※休日夜間急患センターのみ圏域（注）ごとに掲載

在宅当番医制に参加している診療所又は休日夜間急患センター

（３）地域振興小児科　※圏域ごとに掲載

① 常勤又は非常勤の小児科医師が診療を実施している病院

② 専門的外来医療又は軽症患者の入院医療が実施可能である病院

【基準２】地域小児科センター（小児二次医療）　※圏域ごとに掲載

① 小児救急医療支援事業に参加している病院

② 小児救急医療及び新生児医療を単独若しくは複数で２４時間３６５日体制で実施可能である病院

【基準３】中核病院小児科（小児三次医療）　※全県を圏域として掲載

① 小児三次救急病院として、その他の医療機関では対応が困難な小児疾患について、高度な診断・検査・

治療や勤務医の専門性に応じた専門医療を行っていること

② 診療報酬上の施設基準に適合するＮＩＣＵを運営していること

③ 必要に応じてＰＩＣＵを運営していること

④ 他の医療機関からの紹介患者や救急搬送による患者を中心として、重篤な小児患者に対する救急医療を

２４時間３６５日体制で実施していること

【基準４】療養・療育支援、小児等在宅医療

（１）療養・療育支援　※全県を圏域として掲載

医療型障害児入所施設

（２）小児等在宅医療　※個別の医療機関名は掲載しない（別途公表する）

小児等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

注）本県では、４つの圏域（二．五次保健医療圏）を設定し、周産期医療機関の連係体制を構築しています

（１）全県

【基準３に該当する医療機関】 （令和２年３月現在）

№ 市町村 備　考

1 前橋市 群馬大学医学部附属病院

2 渋川市 県立小児医療センター

１０　小児医療

 ○ 医療機関の掲載基準

 ○ 医療機関一覧

医療機関名
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【基準４に該当する医療機関】

（１）療養・療育支援 （令和２年３月現在）

№ 市町村 備　考

1 高崎市 群馬整肢療護園 重症心身・肢体不自由

2 高崎市 はんな・さわらび療育園 重症心身

3 渋川市 渋川医療センター 重症心身

4 桐生市 両毛整肢療護園 肢体不自由

5 みどり市 療育センター きぼう 重症心身

（２）小児等在宅医療

小児等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）

（２）中毛圏域［前橋市、伊勢崎市、玉村町］

【基準１に該当する医療機関】

（１）一般小児科

小児科を標榜する医療機関

（２）休日夜間小児初期救急 （令和２年３月現在）

№ 市町村 備考

1 前橋市 前橋市夜間急病診療所

2 伊勢崎市 伊勢崎佐波医師会病院

3 前橋市 在宅当番医

（３）地域振興小児科 （令和２年３月現在）

№ 市町村 備考

1 前橋市 群馬県済生会前橋病院

2 伊勢崎市 伊勢崎佐波医師会病院 入院可

【基準２に該当する医療機関】 （令和２年３月現在）

№ 市町村 備　考

1 前橋市 前橋赤十字病院

2 前橋市 ＪＣＨＯ群馬中央病院

3 前橋市 前橋協立病院

4 伊勢崎市 伊勢崎市民病院

医療機関名

医療機関名

医療機関名

医療機関名
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（３）西毛圏域［高崎市、安中市、藤岡市、上野村、神流町、富岡市、下仁田町、南牧村、甘楽町］

【基準１に該当する医療機関】

（１）一般小児科

小児科を標榜する医療機関

（２）休日夜間小児初期救急 （令和２年３月現在）

№ 市町村 備考

1 高崎市 高崎市夜間休日急病診療所

2 富岡市 富岡市甘楽郡医師会休日診療所

3 高崎市 在宅当番医

4
高崎市（旧
群馬郡）

在宅当番医

5 安中市 在宅当番医

6

藤岡市、上
野村、神流
町、高崎市
（旧新町・
旧吉井町）

　在宅当番医

（３）地域振興小児科 （令和２年３月現在）

№ 市町村 備考

1 高崎市 高崎中央病院 入院可

2 安中市 公立碓氷病院

3 下仁田町 下仁田厚生病院

【基準２に該当する医療機関】 （令和２年３月現在）

№ 市町村 備　考

1 高崎市 高崎総合医療センター

2 藤岡市 公立藤岡総合病院

3 富岡市 公立富岡総合病院

医療機関名

医療機関名

医療機関名
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（４）北毛圏域［渋川市、榛東村、吉岡町、中之条町、長野原町、嬬恋村、草津町、高山村、

　　東吾妻町、沼田市、片品村、川場村、昭和村、みなかみ町、前橋市］
【基準１に該当する医療機関】

（１）一般小児科

小児科を標榜する医療機関

（２）休日夜間小児初期救急 （平成３１年３月現在）

№ 市町村 備考

1 渋川市 渋川地区広域圏夜間急患診療所

2 沼田市 沼田利根医師会休日夜間急患診療所

3
渋川市、榛
東村、吉岡

町
在宅当番医

4

中之条町、
長野原町、
嬬恋村、草
津町、高山
村、東吾妻

町

在宅当番医

（３）地域振興小児科 （平成３１年３月現在）

№ 市町村 備考

1 渋川市 北毛病院

2 長野原町 西吾妻福祉病院

3 東吾妻町 原町赤十字病院

4 沼田市 沼田病院 入院可

【基準２に該当する医療機関】 （平成３１年３月現在）

№ 市町村 備　考

1 渋川市 県立小児医療センター

2 沼田市 利根中央病院

3 前橋市 前橋赤十字病院

4 前橋市 ＪＣＨＯ群馬中央病院

5 前橋市 前橋協立病院

医療機関名

医療機関名

医療機関名
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（５）東毛圏域［桐生市、みどり市、太田市、館林市、板倉町、明和町、千代田町、大泉町、邑楽町］

【基準１に該当する医療機関】

（１）一般小児科

小児科を標榜する医療機関

（２）休日夜間小児初期救急 （平成３１年３月現在）

№ 市町村 備考

1 桐生市 桐生市医師会立平日夜間急病診療所

2 太田市 太田市平日夜間急病診療所

3 館林市 館林市夜間急病診療所

4
桐生市、み

どり市
在宅当番医

5 太田市 在宅当番医

6

館林市、板
倉町、明和
町、千代田
町、大泉

町、邑楽町

在宅当番医

（３）地域振興小児科 （平成３１年３月現在）

№ 市町村 備考

1 みどり市 恵愛堂病院 入院可

2 太田市 本島総合病院 入院可

3 館林市 公立館林厚生病院

【基準２に該当する医療機関】 （平成３１年３月現在）

№ 市町村 備　考

1 桐生市 桐生厚生総合病院

2 太田市 太田記念病院

医療機関名

医療機関名

医療機関名
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１１ 在宅医療

○求められる医療機能

１ 退院支援
（１）目標

入院医療機関が入院初期から退院後の生活を見据えた退院支援を行い、入院医療機関と在

宅医療に係る機関の円滑な連携により、切れ目のない継続的な医療体制を確保すること

（２）医療機関等に求められる事項

（入院医療機関）

・ 退院調整支援担当者を配置すること

・ 退院調整支援担当者は、できる限り在宅医療に係る機関での研修や実習を受けること

・ 入院初期から退院後の生活を見据えた退院支援を開始すること

・ 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調整を

心がけること

・ 退院後、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、在宅医療に係る機関との情報共有を十分図ること

（在宅医療に係る関係機関）

・ 在宅療養者のニーズに応じて、医療や介護を包括的に提供できるよう調整すること

・ 在宅医療や介護の担当者間で、今後の方針や病状に関する情報や診療情報・治療計画

等を共有し、連携すること

・ 在宅療養者や家族への相談支援体制を確保すること

・ 高齢者のみではなく、小児や若年層の在宅療養者、身体障害による在宅療養者に対す

る訪問診療（歯科を含む）、訪問看護、訪問薬剤指導等にも対応できるような体制を確

保すること

・ 病院、有床診療所及び介護老人保健施設の退院調整支援担当者等に対し、地域の在宅

医療及び介護資源に関する情報提供や在宅療養に関する助言を行うこと

（３）医療機関等の例

・ 病院、診療所

・ 歯科診療所

・ 訪問看護事業所

・ 薬局

・ 介護サービス事業所

・ 居宅介護支援事業所

・ 地域包括支援センター

・ 在宅医療・介護連携支援センター

・ 介護老人保健施設 等
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２ 日常の療養支援
（１）目標

在宅療養を希望する患者に対し、その疾患、重症度に応じた医療（緩和ケアを含む）を多

職種協働により、できる限り住み慣れた地域で継続的かつ包括的に提供すること

（２）医療機関等に求められる事項

（在宅医療に係る関係機関）

・ 相互の連携により、在宅療養者のニーズに対応した医療や介護が包括的に提供される

体制を確保すること

・ 医療の安全管理を徹底し、在宅療養者が安心して療養できる環境を整備すること

・ 医療関係者は、地域包括支援センターが地域ケア会議において在宅療養者に関する支

援を検討する際には積極的に参加すること

・ 医療関係者は、地域包括支援センター等と協働しつつ、在宅療養に必要な医療や介護、

家族の負担軽減につながるサービスを適切に紹介すること

・ がん（緩和ケア体制の整備）、認知症（身体合併等の初期対応や専門医療機関への適

切な紹介）等、それぞれの疾患の特徴に応じた在宅医療の提供及び相談体制を整備する

こと

・ 災害時にも適切な医療を提供するための計画（人工呼吸器等の医療機器を使用してい

る在宅療養者の搬送等に係る計画を含む）を策定すること

・ 医薬品や医療・衛生材料等の供給を円滑に行うための体制を整備すること

・ 身体機能及び生活機能の維持向上のためのリハビリテーションを適切に提供する体制

を構築すること

・ 在宅療養者の心身の状況や生活環境等の必要な情報を関係機関の間で共有すること

（３）医療機関等の例

・ 病院、診療所

・ 歯科診療所

・ 訪問看護事業所

・ 薬局

・ 介護サービス事業所

・ 居宅介護支援事業所

・ 地域包括支援センター

・ 在宅医療・介護連携支援センター

・ 介護老人保健施設

・ 短期入所サービス施設

３ 急変時の対応
（１）目標

在宅療養者の病状急変時に対応できるよう、在宅医療を担う病院・診療所、訪問看護事業

所及び入院機能を有する病院・診療所との円滑な診療及び連携体制を確保すること
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（２）医療機関等に求められる事項

（在宅医療に係る関係機関）

・ 病状急変時における連絡先をあらかじめ在宅療養者やその家族に提示し、また、求め

があった際に２４時間対応が可能な体制を確保すること

・ ２４時間対応が自院で難しい場合も、近隣の病院や診療所、訪問看護事業所等との連

携により、２４時間対応が可能な体制を確保すること

・ 在宅医療に係る機関で対応できない急変の場合は、その症状や状況に応じて、搬送先

として想定される入院医療機関と協議して入院を確保するとともに、搬送については地

域の消防関係者へ相談する等連携を図ること

（入院医療機関）

・ 在宅療養支援病院、有床診療所等において、連携している医療機関（特に無床診療所）

が担当する在宅療養者の病状が急変した際に、必要に応じて一時受入れを行うこと

・ 重症で対応できない場合は、他の適切な医療機関と連携する体制を構築すること

（３）医療機関等の例

（在宅医療に係る医療機関）

・ 病院

・ 診療所

・ 歯科診療所

・ 訪問看護事業所

・ 薬局

（入院医療機関）

・ 病院

・ 有床診療所

４ 看取り
（１）目標

住み慣れた自宅や介護施設等、患者が望む場所での看取りを行うことができる体制を確保

すること

（２）医療機関等に求められる事項

（在宅医療に係る関係機関）

・ 人生の最終段階における医療に係る患者や家族の不安を解消し、患者が望む場所での

看取りを行うことができる体制を構築すること

・ 患者や家族に対して、自宅や住み慣れた地域で受けられる医療及び介護や看取りに関

する適切な情報提供を行うこと

・ 介護施設等による看取りを必要に応じて支援すること

（入院医療機関）

・ 在宅医療に係る機関で看取りに対応できない場合について、病院・有床診療所で必要

に応じて受け入れること
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（３）医療機関等の例

・ 病院、診療所

・ 訪問看護事業所

・ 薬局

・ 介護サービス事業所

・ 居宅介護支援事業所

５ 在宅医療において積極的役割を担う医療機関
（１）目標

・ 在宅医療の提供及び他医療機関の支援を行うこと

・ 多職種が連携し、継続的かつ包括的に在宅医療を提供するための支援を行うこと

・ 在宅医療に資する研修を行うこと

（２）医療機関等に求められる事項

・ 医療機関（特に一人の医師が開業している診療所）が必ずしも対応しきれない夜間や

医師不在時、在宅療養者の病状の急変時等における診療の支援を行うこと

・ 在宅での療養に移行する患者にとって必要な医療及び介護の資源が十分確保できるよ

う、関係機関に働きかけること

・ 在宅医療に係る医療及び介護関係者に必要な基本的知識・技能に関する研修の実施や

情報の共有を行うこと

・ 卒後初期臨床研修制度（歯科の場合は卒後臨床研修制度）における地域医療研修にお

いて、在宅医療の現場での研修を受ける機会等の確保に努めること

・ 災害時等にも適切な医療を提供するための計画（人工呼吸器等の医療機器を使用して

いる在宅療養者の搬送等に係る計画を含む）を策定し、他の医療機関等の計画策定等の

支援を行うこと

・ 地域包括支援センター等と協働し、療養に必要な医療及び介護や家族の負担軽減につ

ながるサービスを適切に紹介すること

・ 入院機能を有する医療機関においては、在宅療養者の病状が急変した際の一時受入れ

を行うこと

・ 地域住民に対し、在宅医療の内容や地域の医療及び介護資源に関する情報提供を行う

こと

（３）医療機関等の例

・ 在宅療養支援診療所

・ 在宅療養支援病院、在宅療養後方支援病院

6 在宅医療に必要な連携を担う拠点
（１）目標

・ 市町村が在宅医療・介護連携推進事業において実施する取組との整合性に留意した上

で、多職種協働による継続的かつ包括的に在宅医療の提供体制の構築を図ること
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（２）医療機関等に求められる事項

・ 地域の医療及び介護関係者による協議の場を定期的に開催し、在宅医療における連携

上の課題の抽出及びその対応策の検討等を行うこと

・ 地域の医療及び介護資源の機能等を把握し、地域包括支援センター等と連携しながら、

退院時から看取りまでの医療や介護にまたがる様々な支援を包括的かつ継続的に提供す

るよう、関係機関との調整を行うこと

・ 質の高い在宅医療をより効率的に提供するため、関係機関の連携による切れ目のない

在宅医療と介護の一体的提供体制の構築や多職種による情報共有を促進をすること

・ 在宅医療に関する人材育成及び普及啓発を実施すること

（３）連携拠点の例

・ 市町村（地域包括支援センター、在宅医療・介護連携支援センター）

・ 郡市医師会等
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【基準１】退院支援

以下のすべての項目に合致し、掲載の同意を得た病院

①　専ら退院支援業務に従事する担当者が１名以上いること

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

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

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

【基準２】在宅医療の実施

　医療機関等の区分別に、以下のすべての項目に合致し、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）

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

（２）歯科診療所の基準

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

（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

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　患者の急変等に対応するための休日・夜間の調剤又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

（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

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看取りを行っていること

④　看取りについて、２４時間の対応を行っていること

１１　在宅医療

 ○ 医療機関の掲載基準
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【基準１：「退院支援」に該当する医療機関】 （令和３年３月現在）

№ 保健医療圏 市町村

1 前橋 前橋市 群馬大学医学部附属病院

2 前橋 前橋市 県立心臓血管センタ－

3 前橋 前橋市 前橋赤十字病院

4 前橋 前橋市 老年病研究所附属病院

5 前橋 前橋市 ＪＣＨＯ群馬中央病院

6 前橋 前橋市 群馬県済生会前橋病院

7 前橋 前橋市 善衆会病院

8 前橋 前橋市 前橋城南病院

9 渋川 渋川市 関口病院

10 渋川 渋川市 上之原病院

11 渋川 渋川市 赤城高原ホスピタル

12 渋川 渋川市 渋川総合医療センター

13 伊勢崎 伊勢崎市 伊勢崎市民病院

14 伊勢崎 伊勢崎市 美原記念病院

15 伊勢崎 伊勢崎市 県立精神医療センター

16 伊勢崎 伊勢崎市 鶴谷病院

17 伊勢崎 玉村町 角田病院

18 高崎・安中 高崎市 真木病院

19 高崎・安中 高崎市 第一病院

20 高崎・安中 高崎市 井上病院

21 高崎・安中 高崎市 群馬病院

22 高崎・安中 高崎市 日高病院

23 高崎・安中 高崎市 高崎中央病院

24 高崎・安中 高崎市 黒沢病院

25 高崎・安中 高崎市 中央群馬脳神経外科病院

26 高崎・安中 安中市 須藤病院

27 高崎・安中 安中市 松井田病院

28 高崎・安中 安中市 本多病院

29 藤岡 藤岡市 公立藤岡総合病院

30 藤岡 藤岡市 鬼石病院

31 藤岡 藤岡市 篠塚病院

32 藤岡 藤岡市 くすの木病院

33 富岡 富岡市 西毛病院

34 富岡 富岡市 公立富岡総合病院

35 富岡 富岡市 公立七日市病院

36 吾妻 中之条町 群馬リハビリテーション病院

37 沼田 沼田市 沼田病院

38 沼田 沼田市 利根中央病院

39 沼田 沼田市 沼田脳神経外科循環器科病院

40 沼田 沼田市 内田病院

41 沼田 川場村 群馬パース病院

42 沼田 みなかみ町 月夜野病院

43 沼田 みなかみ町 上牧温泉病院

医療機関名

 ○ 医療機関一覧
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№ 保健医療圏 市町村

44 桐生 桐生市 桐生厚生総合病院

45 桐生 桐生市 岩下病院

46 桐生 桐生市 高木病院

47 桐生 桐生市 大和病院

48 桐生 みどり市 東邦病院

49 桐生 みどり市 恵愛堂病院

50 太田・館林 太田市 県立がんセンター

51 太田・館林 太田市 太田記念病院

52 太田・館林 太田市 堀江病院

53 太田・館林 太田市 宏愛会第一病院

54 太田・館林 館林市 館林厚生病院

55 太田・館林 館林市 館林記念病院

56 太田・館林 館林市 新橋病院

57 太田・館林 邑楽町 おうら病院

医療機関名
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【基準２：「在宅医療の実施」に該当する医療機関】

（１）一般診療所 （令和３年３月現在）

№ 保健医療圏 市町村

1 前橋 前橋市 宮石内科医院

2 前橋 前橋市 飯塚医院

3 前橋 前橋市 斎藤内科泌尿器科医院

4 前橋 前橋市 小板橋医院

5 前橋 前橋市 瀬田医院

6 前橋 前橋市 田中医院

7 前橋 前橋市 あづまクリニック

8 前橋 前橋市 あべクリニック

9 前橋 前橋市 いわさき内科・皮ふ科

10 前橋 前橋市 うめだ内科クリニック

11 前橋 前橋市 さるきクリニック

12 前橋 前橋市 とくながクリニック

13 前橋 前橋市 もてぎ内科医院

14 前橋 前橋市 やました内科医院

15 前橋 前橋市 伊藤内科医院

16 前橋 前橋市 吉野医院

17 前橋 前橋市 狩野外科医院

18 前橋 前橋市 上毛大橋クリニック

19 前橋 前橋市 新井胃腸科診療所

20 前橋 前橋市 遠藤内科医院

21 前橋 前橋市 岡野内科胃腸科医院

22 前橋 前橋市 下大島医院

23 前橋 前橋市 下田内科医院

24 前橋 前橋市 吉松医院

25 前橋 前橋市 江木町クリニック

26 前橋 前橋市 剛医院

27 前橋 前橋市 佐治内科医院

28 前橋 前橋市 山王医院

29 前橋 前橋市 山下医院

30 前橋 前橋市 山口内科クリニック

31 前橋 前橋市 若宮内科

32 前橋 前橋市 小野内科クリニック

33 前橋 前橋市 小林外科胃腸科医院

34 前橋 前橋市 小林内科胃腸科クリニック

35 前橋 前橋市 神宮医院

36 前橋 前橋市 星医院

37 前橋 前橋市 清宮医院

38 前橋 前橋市 前橋プライマリ泌尿器科内科

39 前橋 前橋市 前橋協立診療所

40 前橋 前橋市 前橋東クリニック

41 前橋 前橋市 村谷胃腸科医院

42 前橋 前橋市 池医院

43 前橋 前橋市 中田クリニック

44 前橋 前橋市 長崎医院

45 前橋 前橋市 津田ホームケア診療所
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46 前橋 前橋市 梅枝内科医院

47 前橋 前橋市 八木医院

48 前橋 前橋市 塙医院

49 前橋 前橋市 富士たちばなクリニック

50 前橋 前橋市 福山内科

51 前橋 前橋市 豊田内科医院

52 前橋 前橋市 齋藤医院

53 前橋 前橋市 大学橋ファミリークリニック

54 前橋 前橋市 緩和ケア　萬田診療所

55 前橋 前橋市 おおつか内科クリニック

56 前橋 前橋市 はしづめ診療所

57 前橋 前橋市 木暮医院

58 渋川 渋川市 とまるクリニック

59 渋川 渋川市 ふるまき内科医院

60 渋川 渋川市 井口医院

61 渋川 渋川市 佐藤医院

62 渋川 渋川市 赤城開成クリニック

63 渋川 渋川市 川島内科クリニック

64 渋川 渋川市 大谷内科クリニック

65 渋川 渋川市 中野医院

66 渋川 渋川市 本沢医院

67 渋川 渋川市 有馬クリニック

68 渋川 渋川市 塚越クリニック

69 渋川 榛東村 榛東さいとう医院

70 渋川 吉岡町 佐藤医院

71 伊勢崎 伊勢崎市 なぐも内科医院

72 伊勢崎 伊勢崎市 もりむら内科

73 伊勢崎 伊勢崎市 小暮内科クリニック

74 伊勢崎 伊勢崎市 笛木外科胃腸科

75 伊勢崎 伊勢崎市 眞誠会 久保医院

76 伊勢崎 伊勢崎市 橘香堂田島医院

77 伊勢崎 伊勢崎市 若葉会 久保医院

78 伊勢崎 伊勢崎市 山田内科クリニック

79 伊勢崎 伊勢崎市 小杉内科医院

80 伊勢崎 伊勢崎市 松澤外科医院

81 伊勢崎 伊勢崎市 石原医院

82 伊勢崎 伊勢崎市 大井戸診療所

83 伊勢崎 伊勢崎市 都丸内科クリニック

84 伊勢崎 伊勢崎市 美原診療所

85 伊勢崎 伊勢崎市 豊受診療所

86 伊勢崎 伊勢崎市 さとう内科クリニック

87 伊勢崎 玉村町 たまむら中央クリニック

88 伊勢崎 玉村町 宇津木医院

89 高崎・安中 高崎市 あすなろクリニック

90 高崎・安中 高崎市 うえはらクリニック

91 高崎・安中 高崎市 うめやま医院

92 高崎・安中 高崎市 おおいクリニック

93 高崎・安中 高崎市 なみえクリニック

94 高崎・安中 高崎市 ひぐち内科クリニック

95 高崎・安中 高崎市 ひだまり診療所

96 高崎・安中 高崎市 ひばりクリニック

97 高崎・安中 高崎市 ふるしま医院

98 高崎・安中 高崎市 ほのぼの診療所

99 高崎・安中 高崎市 みなぐち医院

100 高崎・安中 高崎市 やわたクリニック

101 高崎・安中 高崎市 吉原クリニック
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102 高崎・安中 高崎市 岡本内科クリニック

103 高崎・安中 高崎市 緩和ケア診療所・いっぽ

104 高崎・安中 高崎市 吉井中央診療所

105 高崎・安中 高崎市 吉浜内科小児科クリニック

106 高崎・安中 高崎市 群馬八幡消化器内科クリニック

107 高崎・安中 高崎市 高木医院

108 高崎・安中 高崎市 佐藤医院

109 高崎・安中 高崎市 細谷医院

110 高崎・安中 高崎市 山内医院

111 高崎・安中 高崎市 狩野外科医院

112 高崎・安中 高崎市 沼野クリニック

113 高崎・安中 高崎市 上原内科医院

114 高崎・安中 高崎市 森田クリニック

115 高崎・安中 高崎市 西村医院

116 高崎・安中 高崎市 双葉胃腸内科クリニック

117 高崎・安中 高崎市 大塚医院

118 高崎・安中 高崎市 関越中央病院地域ケアセンター診療所

119 高崎・安中 高崎市 通町診療所

120 高崎・安中 高崎市 飯塚外科医院

121 高崎・安中 高崎市 豊岡呼吸器科内科クリニック

122 高崎・安中 高崎市 牧元医院

123 高崎・安中 高崎市 堀米医院

124 高崎・安中 高崎市 問屋町クリニック

125 高崎・安中 高崎市 佐藤医院

126 高崎・安中 高崎市 橘内科医院

127 高崎・安中 高崎市 県央クリニック

128 高崎・安中 高崎市 小川クリニック

129 高崎・安中 高崎市 川上医院

130 高崎・安中 高崎市 善如寺医院

131 高崎・安中 安中市 いわい中央クリニック

132 高崎・安中 安中市 さるや内科医院

133 高崎・安中 安中市 武井内科循環器科

134 高崎・安中 安中市 堀口医院

135 高崎・安中 安中市 みやぐち医院

136 藤岡 藤岡市 すぎやまメディカルクリニック

137 藤岡 藤岡市 山崎外科医院

138 藤岡 藤岡市 栗原胃腸科外科医院

139 藤岡 藤岡市 戸塚クリニック

140 藤岡 藤岡市 深沢内科医院

141 藤岡 藤岡市 田原内科クリニック

142 藤岡 藤岡市 島田クリニック

143 藤岡 藤岡市 木村内科医院

144 藤岡 藤岡市 秋山医院

145 藤岡 上野村 上野村へき地診療所

146 藤岡 神流町 中里診療所

147 藤岡 神流町 万場診療所

148 富岡 富岡市 香内医院

149 富岡 富岡市 村田内科医院

150 富岡 富岡市 大竹外科胃腸科

151 富岡 富岡市 細谷クリニック

152 富岡 甘楽町 原医院

153 富岡 甘楽町 小幡医院

154 富岡 甘楽町 庭谷クリニック

155 吾妻 中之条町 四万へき地診療所

156 吾妻 長野原町 櫻井医院

157 吾妻 長野原町 長野原町へき地診療所

158 吾妻 嬬恋村 嬬恋村国民健康保険診療所
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159 吾妻 草津町 布施医院

160 吾妻 高山村 中山診療所

161 吾妻 東吾妻町 小池医院

162 吾妻 東吾妻町 東吾妻町国民健康保険診療所

163 沼田 沼田市 皇海診療所

164 沼田 沼田市 沼田クリニック

165 沼田 沼田市 利根中央診療所

166 沼田 片品村 片品診療所

167 沼田 みなかみ町 竹内医院

168 桐生 桐生市 たかのす診療所

169 桐生 桐生市 ふじう医院

170 桐生 桐生市 まろ医院

171 桐生 桐生市 永田医院

172 桐生 桐生市 菊地医院

173 桐生 桐生市 細井内科医院

174 桐生 桐生市 三丸医院

175 桐生 桐生市 山口クリニック

176 桐生 桐生市 山崎医院

177 桐生 桐生市 城田クリニック

178 桐生 桐生市 新宿医院

179 桐生 桐生市 前原内科医院

180 桐生 桐生市 田中医院

181 桐生 桐生市 藤江醫院

182 桐生 桐生市 北川内科クリニック

183 桐生 桐生市 林内科医院

184 桐生 桐生市 雨宮内科医院

185 桐生 みどり市 森の診療所

186 桐生 みどり市 萩原医院

187 桐生 みどり市 齋藤医院

188 桐生 みどり市 クリニック樹

189 太田・館林 太田市 あい太田クリニック

190 太田・館林 太田市 あいファミリィクリニック太田

191 太田・館林 太田市 くつなクリニック

192 太田・館林 太田市 たきざわ医院

193 太田・館林 太田市 山岸内科医院

194 太田・館林 太田市 小島医院

195 太田・館林 太田市 大沢医院

196 太田・館林 太田市 堀越医院

197 太田・館林 太田市 太田協立診療所

198 太田・館林 館林市 さくらクリニック

199 太田・館林 館林市 神尾内科医院

200 太田・館林 館林市 県西在宅クリニック舘林

201 太田・館林 明和町 竹越医院

202 太田・館林 明和町 ミツワ診療所

203 太田・館林 大泉町 みづほクリニック

204 太田・館林 大泉町 三浦医院

205 太田・館林 邑楽町 田沼内科医院

206 太田・館林 邑楽町 小林内科医院

207 太田・館林 邑楽町 後藤クリニック
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【基準２：「在宅医療の実施」に該当する医療機関】

（２）歯科診療所 （令和３年３月現在）

№ 保健医療圏 市町村

1 前橋 前橋市 小山歯科医院

2 前橋 前橋市 リタ歯科クリニック

3 前橋 前橋市 上州総合歯科医院

4 前橋 前橋市 金子歯科朝日町クリニック

5 前橋 前橋市 ゆうき歯科クリニック

6 前橋 前橋市 袋歯科医院

7 前橋 前橋市 狩野歯科口腔外科医院

8 前橋 前橋市 くどう歯科クリニック

9 前橋 前橋市 松田歯科医院

10 前橋 前橋市 青柳歯科クリニック

11 前橋 前橋市 芳賀歯科医院

12 前橋 前橋市 文京歯科医院

13 前橋 前橋市 清宮歯科医院

14 前橋 前橋市 宮﨑歯科医院

15 前橋 前橋市 田中歯科医院

16 前橋 前橋市 さとみ歯科医院

17 渋川 渋川市 平形内科歯科医院

18 渋川 渋川市 高橋歯科クリニック

19 渋川 榛東村 あおば歯科医院

20 渋川 吉岡町 エース歯科

21 伊勢崎 伊勢崎市 伊勢崎デンタルクリニック

22 伊勢崎 伊勢崎市 あらい歯科医院

23 伊勢崎 伊勢崎市 山脇歯科医院

24 伊勢崎 伊勢崎市 神戸歯科医院

25 伊勢崎 伊勢崎市 中島歯科医院

26 伊勢崎 伊勢崎市 やまデンタルクリニック

27 伊勢崎 伊勢崎市 金井歯科医院

28 高崎・安中 高崎市 いさはい歯科医院

29 高崎・安中 高崎市 冨所歯科医院

30 高崎・安中 高崎市 高南歯科医院

31 高崎・安中 高崎市 永山歯科医院

32 高崎・安中 高崎市 こたに歯科医院

33 高崎・安中 高崎市 井田歯科クリニック

34 高崎・安中 高崎市 今井歯科医院

35 高崎・安中 高崎市 高崎デンタルクリニック

36 高崎・安中 高崎市 吉田歯科医院

37 高崎・安中 高崎市 しばやま歯科

38 高崎・安中 高崎市 ホワイト歯科クリニック

39 高崎・安中 高崎市 関口歯科クリニッック

40 高崎・安中 安中市 星澤歯科医院

41 藤岡 藤岡市 むらかわ歯科医院

42 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

43 富岡 甘楽町 カズデンタルオフィス

44 沼田 沼田市 高橋歯科医院

45 沼田 沼田市 利根歯科診療所
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46 沼田 みなかみ町 片野歯科医院

47 桐生 桐生市 下山歯科クリニック

48 桐生 桐生市 金子歯科医院

49 桐生 桐生市 わたなべ歯科クリニック

50 桐生 桐生市 山﨑歯科医院

51 桐生 みどり市 ささい歯科

52 桐生 みどり市 しもやま歯科医院

53 太田・館林 太田市 尾島クリア歯科

54 太田・館林 太田市 大川歯科医院

55 太田・館林 館林市 上野医院歯科診療所

56 太田・館林 館林市 館林デンタルクリニック

57 太田・館林 館林市 あいば歯科

58 太田・館林 板倉町 増田歯科医院
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【基準２：「在宅医療の実施」に該当する医療機関】

（３）薬局 （平成３１年２月現在）

№ 保健医療圏 市町村

1 前橋 前橋市 小谷薬局

2 前橋 前橋市 若宮調剤薬局

3 前橋 前橋市 金子調剤薬局

4 前橋 前橋市 コスモ２１薬局

5 前橋 前橋市 あおば薬局

6 前橋 前橋市 ヘルシー薬局

7 前橋 前橋市 コアラ薬局

8 前橋 前橋市 フタバ薬局本町店

9 前橋 前橋市 すずらん薬局

10 前橋 前橋市 サンライズファーマシー

11 前橋 前橋市 マルエ薬局　川原店

12 前橋 前橋市 くるみ薬局

13 前橋 前橋市 アップル薬局　前橋店

14 前橋 前橋市 めぐみ調剤薬局

15 前橋 前橋市 かたかい調剤薬局

16 前橋 前橋市 日本調剤　前橋アイケイ薬局

17 前橋 前橋市 ときざわ薬局

18 前橋 前橋市 なんきつ調剤薬局

19 前橋 前橋市 もものせ調剤薬局

20 前橋 前橋市 調剤薬局元気の森

21 前橋 前橋市 クローバー薬局

22 前橋 前橋市 かなで薬局

23 前橋 前橋市 アイン薬局　前橋店

24 前橋 前橋市 調剤二の宮薬局

25 前橋 前橋市 おおご調剤薬局

26 前橋 前橋市 フラワー薬局

27 渋川 渋川市 あおば薬局

28 渋川 渋川市 柴崎薬局　八木原店

29 渋川 吉岡町 トリム薬局　前橋吉岡店

30 伊勢崎 伊勢崎市 松本ファーマシー

31 伊勢崎 伊勢崎市 マルエ薬局　東店

32 伊勢崎 伊勢崎市 けやき薬局

33 伊勢崎 伊勢崎市 そうごう薬局　国定店

34 伊勢崎 伊勢崎市 のぞみ薬局

35 伊勢崎 伊勢崎市 くにさだ薬局

36 伊勢崎 伊勢崎市 つくし薬局

37 伊勢崎 伊勢崎市 松本ファーマシー　上本店

38 伊勢崎 伊勢崎市 スカイ薬局　伊勢崎中央店

39 伊勢崎 伊勢崎市 クオール薬局 伊勢崎店

40 伊勢崎 伊勢崎市 富士薬局 日乃出店

41 伊勢崎 伊勢崎市 ホシノ薬局　連取店

42 伊勢崎 伊勢崎市 オリーブ薬局　伊勢崎堀口店

43 伊勢崎 伊勢崎市 こすもす薬局　田中島店

44 伊勢崎 伊勢崎市 とようけファーマシー

45 伊勢崎 伊勢崎市 あくつ薬局　富塚店

46 伊勢崎 伊勢崎市 そうごう薬局　境東店
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47 伊勢崎 伊勢崎市 おりひめ薬局　伊勢崎店

48 伊勢崎 伊勢崎市 かえで薬局　伊勢崎太田町

49 伊勢崎 伊勢崎市 ファーコス　うえき町薬局

50 伊勢崎 伊勢崎市 かけづか薬局

51 伊勢崎 伊勢崎市 アイセイ薬局　伊勢崎境店

52 伊勢崎 伊勢崎市 ベイシア薬局　伊勢崎駅前店

53 伊勢崎 伊勢崎市 アイン薬局　伊勢崎はしえ店

54 伊勢崎 玉村町 エース調剤薬局

55 高崎・安中 高崎市 マキエ一貫堂薬局

56 高崎・安中 高崎市 西島薬局

57 高崎・安中 高崎市 沙羅薬局

58 高崎・安中 高崎市 そうごう薬局　井野店

59 高崎・安中 高崎市 あすなろ薬局　高崎京目店

60 高崎・安中 高崎市 そうごう薬局　佐野店

61 高崎・安中 高崎市 ダリヤ北原薬局

62 高崎・安中 高崎市 はにわ薬局

63 高崎・安中 高崎市 大井田薬局　高崎東店

64 高崎・安中 高崎市 プラス薬局　高崎吉井店

65 高崎・安中 高崎市 たかの薬局

66 高崎・安中 高崎市 コスモファーマ薬局　馬庭店

67 高崎・安中 高崎市 そうごう薬局　八千代店

68 高崎・安中 高崎市 コスモファーマ薬局　並榎店

69 高崎・安中 高崎市 すばる薬局塚沢店

70 高崎・安中 高崎市 とうやく薬局

71 高崎・安中 高崎市 いわはな薬局

72 高崎・安中 高崎市 本郷薬局

73 高崎・安中 高崎市 あおば薬局

74 高崎・安中 高崎市 にこにこ薬局　若松町店

75 高崎・安中 高崎市 そうごう薬局　群馬町店

76 高崎・安中 高崎市 倉渕薬局

77 高崎・安中 高崎市 ぐんま調剤薬局　榛名町店

78 高崎・安中 高崎市 コアラ薬局　高崎店

79 高崎・安中 高崎市 すみれ薬局

80 高崎・安中 高崎市 なの花薬局　高崎吉井店

81 高崎・安中 高崎市 そうごう薬局　高崎店

82 高崎・安中 高崎市 菅谷薬局

83 高崎・安中 高崎市 徳田調剤薬局

84 高崎・安中 高崎市 クローバー薬局　上中居店

85 高崎・安中 高崎市 たかの薬局　末広店

86 高崎・安中 高崎市 なの花薬局下里見店

87 高崎・安中 高崎市 こくふ薬局

88 高崎・安中 高崎市 クオール薬局　中泉町店

89 高崎・安中 高崎市 中泉薬局

90 高崎・安中 高崎市 田中薬局

91 高崎・安中 安中市 つばさ薬局

92 高崎・安中 安中市 そうごう薬局　安中店

93 高崎・安中 安中市 調剤薬局くすりのはぎわら

94 高崎・安中 安中市 中宿薬局

95 高崎・安中 安中市 オハナ薬局　松井田店
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96 高崎・安中 安中市 なの花薬局　安中店

97 藤岡 藤岡市 アイケイ薬局　藤岡店

98 藤岡 藤岡市 藤岡調剤薬局　

99 藤岡 藤岡市 プラス薬局　藤岡白石店

100 藤岡 藤岡市 バンビ薬局

101 藤岡 神流町 かんな薬局

102 富岡 富岡市 東富岡薬局

103 吾妻 中之条町 そうごう薬局　中之条店

104 吾妻 長野原町 ぐんま調剤薬局　長野原店

105 吾妻 東吾妻町 フロンティア薬局　原町店

106 吾妻 東吾妻町 ぐんま調剤薬局　原町店

107 吾妻 東吾妻町 日本調剤原町薬局

108 吾妻 東吾妻町 坂上薬局

109 沼田 沼田市 そうごう薬局　沼田店

110 桐生 桐生市 サンロード薬局

111 桐生 桐生市 のぞみ薬局

112 桐生 桐生市 本二薬局

113 桐生 桐生市 エンドー薬局　おりひめ店

114 桐生 桐生市 カトレア薬局

115 桐生 桐生市 コジマ薬局

116 桐生 桐生市 桐生協同薬局

117 桐生 桐生市 ヘルシー薬局

118 桐生 桐生市 マルサン薬品みどり薬局

119 桐生 桐生市 境野調剤薬局

120 桐生 桐生市 エンドー薬局　さくら店

121 桐生 桐生市 マルサン薬品　東薬局

122 桐生 桐生市 あたご薬局

123 桐生 桐生市 コアラ薬局

124 桐生 桐生市 日本調剤　おりひめ薬局

125 桐生 桐生市 そうごう薬局　相生店

126 桐生 桐生市 ウエルシア薬局　桐生境野店

127 桐生 みどり市 快生堂薬局

128 桐生 みどり市 高瀬薬局

129 桐生 みどり市 スカイ薬局かさかけ

130 桐生 みどり市 ろんろん薬局

131 桐生 みどり市 アルファーマ調剤薬局　大間々店

132 太田・館林 太田市 太田東薬局

133 太田・館林 太田市 エンドー薬局

134 太田・館林 太田市 そうごう薬局 藪塚店

135 太田・館林 太田市 きざき中央薬局

136 太田・館林 太田市 ヒロ薬局　太田店

137 太田・館林 太田市 富士薬局 高林店

138 太田・館林 太田市 エムシー薬局 太田店

139 太田・館林 太田市 ＬＡＣみどり薬局

140 太田・館林 太田市 みのり薬局

141 太田・館林 太田市 さくら薬局 太田飯田店

142 太田・館林 太田市 中央薬局 高林店

143 太田・館林 太田市 富士薬局 大島店

144 太田・館林 太田市 あんじゅ薬局 龍舞店
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145 太田・館林 館林市 アップル薬局　館林店

146 太田・館林 館林市 ファミル薬局

147 太田・館林 館林市 そうごう薬局　館林店

148 太田・館林 館林市 ファミリー薬局　松原店

149 太田・館林 館林市 そうごう薬局　城町店

150 太田・館林 大泉町 あおば薬局　東小泉店

151 太田・館林 大泉町 富士薬局　大泉店

152 太田・館林 大泉町 いずみ薬局　仙石店

153 太田・館林 大泉町 住吉調剤薬局

154 太田・館林 大泉町 すみれ調剤薬局　大泉店

155 太田・館林 大泉町 いずみ薬局本店

156 太田・館林 邑楽町 ほうゆう調剤薬局

157 太田・館林 邑楽町 神農調剤薬局　邑楽店

158 太田・館林 邑楽町 すみれ調剤薬局　邑楽店
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【基準２：「在宅医療の実施」に該当する医療機関】

（４）訪問看護事業所 令和２年３月現在

№ 保健医療圏 市町村

1 前橋 前橋市 西片貝クリニック

2 前橋 前橋市 小野内科クリニック

3 前橋 前橋市 福山内科

4 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

5 前橋 前橋市 群馬県看護協会訪問看護ステーション

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 広瀬訪問看護ステーションたんぽぽ

8 前橋 前橋市 青梨子訪問看護ステーション

9 前橋 前橋市 前橋赤十字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西片貝

11 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

12 前橋 前橋市 城東訪問看護ステーションたんぽぽ

13 前橋 前橋市 ウェルスタイル前橋訪問看護ステーション

14 前橋 前橋市 訪問看護ステーション結の樹

15 前橋 前橋市 悠訪問看護ステーション

16 前橋 前橋市 ＧＯＯＤグループ訪問看護ステーション

17 前橋 前橋市 おもいやり上沖訪問看護ステーション

18 前橋 前橋市 群馬県看護協会訪問看護ステーション粕川

19 前橋 前橋市 訪問看護ステーションあかしあ

20 渋川 渋川市 有馬クリニック

21 渋川 渋川市 虹訪問看護ステーション

22 渋川 渋川市 群馬県看護協会訪問看護ステーション渋川

23 渋川 渋川市 訪問看護ステーション石原の里

24 渋川 渋川市 こすもす訪問看護ステーション

25 渋川 吉岡町 訪問看護ステーションホームナース

26 渋川 吉岡町 訪問看護ステーションゆりの里

27 伊勢崎 伊勢崎市 大井戸診療所

28 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

29 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

30 伊勢崎 伊勢崎市 訪問看護ステーションふれあい

31 伊勢崎 伊勢崎市 訪問看護ステーションいせさき

32 伊勢崎 伊勢崎市 訪問看護ステーションあい想

33 伊勢崎 伊勢崎市 訪問看護ステーション仁

34 伊勢崎 伊勢崎市 訪問看護ステーションケアーズ伊勢崎南

35 伊勢崎 伊勢崎市 訪問看護ステーションはなき

36 伊勢崎 伊勢崎市 訪問看護ステーションつるがや

37 伊勢崎 伊勢崎市 訪問看護ステーションきらくな家

38 高崎・安中 高崎市 関越中央病院

39 高崎・安中 高崎市 ひだまり診療所

40 高崎・安中 高崎市 高崎中央病院

41 高崎・安中 高崎市 緩和ケア診療所・いっぽ

42 高崎・安中 高崎市 もてき脳神経外科

43 高崎・安中 高崎市 中央群馬脳神経外科病院

44 高崎・安中 高崎市 訪問看護ステーションほほえみ

45 高崎・安中 高崎市 訪問看護ステーションくろさわ

46 高崎・安中 高崎市 訪問看護ステーションこすもす

47 高崎・安中 高崎市 訪問看護ステーションナース･カンパニー
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48 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

49 高崎・安中 高崎市 訪問看護ステーション　みのわ

50 高崎・安中 高崎市 訪問看護ステーション　じゃんけんぽん観音寺

51 高崎・安中 高崎市 高崎健康福祉大学訪問看護ステーション

52 高崎・安中 高崎市 HugHeart-ハグハート-訪問看護ステーション

53 高崎・安中 高崎市 訪問看護ステーションＩ

54 高崎・安中 高崎市 訪問看護ケアサポートセンターようざん

55 高崎・安中 高崎市 老人訪問看護ステーション三愛

56 高崎・安中 高崎市 訪問看護ステーション榛名荘

57 高崎・安中 高崎市 訪問看護ステーションハイクオール

58 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

59 高崎・安中 安中市 みやぐち医院

60 高崎・安中 安中市 須藤病院

61 高崎・安中 安中市 いわい中央クリニック

62 高崎・安中 安中市 安中市訪問看護ステーション

63 高崎・安中 安中市 訪問看護ステーションはーと

64 藤岡 藤岡市 藤岡みどり訪問看護ステーション

65 藤岡 藤岡市 やまうち内科

66 藤岡 藤岡市 訪問看護ステーション「はるかぜ」

67 藤岡 藤岡市 訪問看護ステーションあさひ

68 藤岡 藤岡市 訪問看護ステーション鬼石

69 富岡 富岡市 富岡地域訪問看護ステーション

70 富岡 富岡市 群馬県看護協会訪問看護ステーション富岡

71 富岡 富岡市 訪問看護ステーション太陽

72 富岡 富岡市 訪問看護ステーションほそや

73 吾妻 東吾妻町 原町赤十字病院

74 吾妻 東吾妻町 かがやき訪問看護ステーション

75 沼田 沼田市 沼田訪問看護ステーション

76 沼田 沼田市 訪問看護ステーションまつかぜ

77 沼田 沼田市 とね訪問看護ステーション

78 沼田 沼田市 ほたか訪問看護ステーション

79 沼田 沼田市 訪問看護ステーションひなた横塚

80 沼田 片品村 片品診療所

81 沼田 みなかみ町 利根沼田訪問看護ステーション「すこやか」

82 沼田 みなかみ町 月夜野訪問看護ステーションさくらんぼ

83 桐生 桐生市 桐生協立診療所

84 桐生 桐生市 訪問看護ステーションきりゅう

85 桐生 桐生市 訪問看護ステーションやまびこ

86 桐生 桐生市 訪問看護ステーションクララトーホー

87 桐生 桐生市 訪問看護ステーションＫＡＥＲＵ　ＹＯＫＡＴＴＡ

88 桐生 桐生市 訪問看護ステーションえがとど

89 桐生 桐生市 訪問看護ステーション花あかり

90 桐生 桐生市 訪問看護ステーションみらい

91 桐生 みどり市 訪問看護ステーションサンホープ笠懸

92 桐生 みどり市 希望の家訪問看護ステーション

93 桐生 みどり市 訪問看護ステーションドリーム

94 太田・館林 太田市 太田記念病院

95 太田・館林 太田市 あいファミリィクリニック太田
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96 太田・館林 太田市 東長岡訪問看護ステーションたんぽぽ

97 太田・館林 太田市 訪問サービスセンターみなみ

98 太田・館林 太田市 訪問看護ステーション本島

99 太田・館林 太田市 訪問看護ステーションふじあく

100 太田・館林 太田市 天使のケア清水

101 太田・館林 太田市 訪問看護ステーションわたぼうし

102 太田・館林 太田市 あおい訪問看護ステーション太田

103 太田・館林 太田市 みづほの里訪問看護ステーション

104 太田・館林 太田市 訪問看護ステーションはぴねす

105 太田・館林 太田市 訪問看護ステーションファミリィー

106 太田・館林 太田市 訪問看護ステーション孫の手

107 太田・館林 館林市 館林市邑楽郡医師会立訪問看護ステーションたてばやし

108 太田・館林 館林市 ケアーズ館林西訪問看護ステーション

109 太田・館林 板倉町 めぐ訪問看護ステーション

110 太田・館林 邑楽町 訪問看護ステーションおうら

111 太田・館林 邑楽町 訪問看護ステーションかがやき

112 太田・館林 邑楽町 トータルケアサービス

113 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等を設置できる診療所（特例診療所）

医療法第７条第３項及び医療法施行規則第１条の14第７項第１号及び第２号の規定に基づき、

次の診療所については、一般病床又は療養病床の設置について許可を受けることを要せず届出に

より設置できることとされています。

・ 医療法第30条の７第２項第２号に掲げる医療の提供の推進のために必要な診療所その他

の地域包括ケアシステム（地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第

２条第１項に規定する地域包括ケアシステムをいう）の構築のために必要な診療所

・ へき地の医療、小児医療、周産期医療、救急医療その他の地域において良質かつ適切な医

療が提供されるために必要な診療所

なお、上記の診療所に該当するかどうかについては、届出前に事前計画書等の提出を求める

等の方法で確認するとともに、都道府県医療審議会の議を経るものとされています。

本県において、該当する診療所は次のとおりです。（平成31年３月現在）

No. 保健医療圏 市町村 医療機関名 区 分

1 前橋 前橋市 マザーズクリニックＴＡＭＵＲＡ 周産期医療の推進のために

必要な診療所

2 前橋 前橋市 うしいけ内科クリニック 地域包括ケアシステムの構

築のために必要な診療所

3 桐生 みどり市 岩宿クリニック 周産期医療の推進のために

必要な診療所
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