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前橋市 あい 相澤医院 相澤　勇 371-0116 前橋市富士見町原之郷734-3 027-288-6806 〇

前橋市 あい あい駒形クリニック 中村　俊喜 379-2121 前橋市小屋原町1698-1 027-226-1891

前橋市 あお 青山医院 青山　美子 371-0844 前橋市古市町350 027-251-2861

前橋市 あか 赤沢耳鼻咽喉科医院 広瀬　理恵子 371-0016 前橋市城東町5-8-4 027-232-7691

前橋市 あさ あさくらスポーツリハビリテーションクリニック 樋口　博 371-0811 前橋市朝倉町249-1 027-265-6522

前橋市 あさ あさくらスポーツリハビリテーションクリニック 金古　琢哉 371-0811 前橋市朝倉町249-1 027-265-6522

前橋市 あづ あづまクリニック 我妻　通明 371-0804 前橋市六供町566-1 027-220-1220

前橋市 あづ あづまクリニック 山田　雄大 371-0804 前橋市六供町566-1 027-220-1220

前橋市 あべ あべクリニック 阿部　展祐輝 371-0116 前橋市富士見町原之郷940-1 027-288-9511

前橋市 あべ 安部内科医院 安部　理 371-0805 前橋市南町3－39－9 027-221-2339

前橋市 あま 天川大島にしきどクリニック 錦戸　崇 379-2154 前橋市天川大島町33-1 027-212-4839

前橋市 あら あらいクリニック 新井　和男 371-0846 前橋市元総社町848-7 027-253-0100

前橋市 あら 新井胃腸科診療所 岸川　一郎 371-0034 前橋市昭和町1-16-10 027-231-2083 〇

前橋市 いい 飯塚医院 飯塚　春尚 379-2107 前橋市荒口町525-3 027-268-5600

前橋市 いい いいづか耳鼻咽喉科 飯塚　秀 371-0221 前橋市樋越町892 027-280-2111

前橋市 いえ 家崎医院 家崎　桂吾 371-0805 前橋市南町2－10－10 027-221-7888 〇

前橋市 いが 五十嵐皮膚科医院 五十嵐　直弥 371-0016 前橋市城東町3-10-2 027-232-1023

前橋市 いが 富士見内科小児科 五十嵐　和美 371-0116 前橋市富士見町田島４１０－１ 027-288-2210

前橋市 いが 五十嵐医院 五十嵐　誠悟 371-0116 前橋市富士見町原之郷295-1 027-288-2026

前橋市 いけ 内科小児科 池医院 池　愛子 379-2152 前橋市下大島町914-4 027-266-8881

前橋市 いし いしだ内科胃腸科医院 石田　稔 371-0027 前橋市平和町1-6-4 027-234-4112

前橋市 いと 伊藤内科小児科医院 伊藤　勝廣 371-0123 前橋市高花台1-9-8 027-269-5611

前橋市 いと 伊藤内科医院 伊藤　雄一 371-0031 前橋市下小出町2-49-16 027-232-0537

前橋市 いと いとうレディースクリニック 伊藤　晃子 371-0811 前橋市朝倉町867-3 027-290-3531

前橋市 いな いながき内科医院 稲垣　護 379-2142 前橋市下阿内町362-1
027-265-5515
027-290-3121

前橋市 いま いまいずみ小児科 今泉　友一 371-0023 前橋市本町1-11-6 027-220-1333

前橋市 いま いまいウイメンズクリニック 今井　昭満 371-0012 前橋市東片貝町875 027-221-1000 〇

前橋市 いわ いわさき内科・皮ふ科 岩﨑　靖樹 371-0824 前橋市稲荷新田町222-8 027-212-1010

前橋市 いわ いわさき内科・皮ふ科 岩﨑　智子 371-0824 前橋市稲荷新田町222-8 027-212-1010

前橋市 いわ いわさきこどもクリニック 懸川　聡子 371-0837 前橋市箱田町1352-1 027-252-3030

前橋市 うい うい内科クリニック 宇居　吾郎 379-2122 前橋市駒形町584-3 027-226-5566

前橋市 うし うしいけ内科クリニック 中村　和巳 371-0846 前橋市元総社町1770-4 027-289-0841 〇

前橋市 うぶ うぶかた循環器クリニック 生方　聡 371-0016 前橋市城東町2-10-4 027-231-2511

前橋市 うめ 梅枝内科医院 梅枝　定則 371-0116 前橋市富士見町原之郷660-5 027-288-7250

前橋市 うめ うめだ内科クリニック 梅田　遵 379-2141 前橋市鶴光寺町396-1 027-212-0678 〇

前橋市 うら 浦野医院 浦野  恭 371-0027 前橋市平和町2-12-4 027-231-4038

前橋市 えぎ 江木町クリニック 中屋　光雄 371-0002 前橋市江木町98-5 027-263-1101

前橋市 えざ 江沢医院 江沢　一浩 371-0214 前橋市粕川町女渕348-1 027-285-6777

前橋市 えん 遠藤内科医院 遠藤  恒 379-2166 前橋市野中町381-2 027-261-3711

前橋市 えん えんどう内科クリニック 遠藤　克明 371-0817 前橋市橳島町55-2 027-226-5700 〇

前橋市 おう おうみこどもクリニック 兒嶋　理子 371-0852 前橋市総社町総社3601-14 027-253-6600 〇

前橋市 おう おうみこどもクリニック 宮﨑　全隆 371-0852 前橋市総社町総社3601-14 027-253-6600 〇

前橋市 おお 太田医院 太田　郁朗 371-0025 前橋市紅雲町2-20-8 027-221-3368

前橋市 おお 大竹内科医院 大竹　誼長 371-0007 前橋市上泉町3240 027-269-5550
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前橋市 おお 大塚内科医院 大塚　正己 371-0018 前橋市三俣町1-19-25 027-231-2399

前橋市 おお 大塚内科医院 大塚　真 371-0018 前橋市三俣町1-19-25 027-231-2399

前橋市 おお 大島整形外科医院 大島  亨 371-0044 前橋市荒牧町2002-1 027-231-3711

前橋市 おお 太田皮膚科医院 太田　美つ子 371-0023 前橋市本町1-10-6 027-221-3680 〇

前橋市 おお 大川こどもクリニック 大川　秀明 371-0007 前橋市上泉町23-1 027-231-5288

前橋市 おお おおしまクリニック 大島　春樹 371-0801 前橋市文京町4-21-19 027-289-0030

前橋市 おお 大野内科クリニック 大野　富雄 371-0221 前橋市樋越町716-1 027-284-9011 〇

前橋市 おお おおつか内科クリニック 大塚　敏之 371-0847 前橋市大友町3-23-4 027-252-6006 〇

前橋市 おお 大胡クリニック 常澤　成美 371-0232 前橋市茂木町245-7 027-284-0051

前橋市 おお 大山クリニック 大山　達也 379-2123 前橋市山王町2-20-16 027-266-5410

前橋市 おか 岡野内科胃腸科医院 岡野　博 371-0044 前橋市荒牧町1-13-10 027-237-1200

前橋市 おか おかむらクリニック 岡村　俊哉 371-0013 前橋市西片貝町3-125-1 027-223-8088

前橋市 おざ 小沢医院 小澤　聖史 371-0221 前橋市樋越町15-1 027-283-2009 〇

前橋市 おな 内科皮フ科おない医院 小内　正幸 371-0221 前橋市樋越町西久保1120 027-283-5755

前橋市 おの 小野内科クリニック 小野　久米夫 371-0046 前橋市川原町2-22-4 027-212-8852

前橋市 おは 小原沢耳鼻咽喉科医院 小原澤　昌子 371-0056 前橋市青柳町362 027-232-6314

前橋市 かた 片山皮膚科医院 片山　洋 371-0024 前橋市表町1-25-12 027-220-5191

前橋市 かた かたひら内科医院 片平　均 371-0011 前橋市下沖町335-1 027-230-8811

前橋市 かと 加藤クリニック 加藤　雄一 371-0805 前橋市南町3-19-2 027-210-6700

前橋市 かな かなざわ小児科クリニック 金澤　崇 371-0053 前橋市幸塚町90-1 027-289-0313

前橋市 かね 金古医院 金古　康 371-0017 前橋市日吉町3-26-6 027-233-1131

前橋市 かね 金子クリニック 金子　達夫 379-2164 前橋市東上野町20-1 027-212-5085

前橋市 かの 狩野外科医院 狩野　貴之 371-0017 前橋市日吉町4-45-1 027-231-7025

前橋市 かの 狩野脳神経外科医院 狩野　忠滋 371-0007 前橋市上泉町698-3 027-269-5454 ○

前橋市 かみ 神岡産婦人科医院 小原　満雄 371-0841 前橋市石倉町5-22-1 027-253-4152 〇

前橋市 かみ 神岡産婦人科医院 神岡　潔 371-0841 前橋市石倉町5-22-1 027-253-4152 〇

前橋市 かめ かめい眼科 亀井　陽 371-0016 前橋市城東町1－31－9 027-260-1200

前橋市 かわ 川島クリニック 川島　秀夫 371-0013 前橋市西片貝町1-212-3 027-260-1187 〇

前橋市 かわ かわはらまち皮膚科 岸　史子 371-0046 前橋市川原町2-25-10 027-289-5890 〇

前橋市 きく 菊池内科クリニック 菊池　孝 370-3573 前橋市青梨子町811-4 027-219-3356

前橋市 きの 紀内科医院 紀　泰三 371-0021 前橋市住吉町1-18-15 027-235-5080

前橋市 きむ 木村ペインクリニック 木村　裕明 371-0013 前橋市西片貝町3-379-1 027-220-1055

前橋市 きむ 木村医院 木村　明夫 371-0027 前橋市平和町2-1-7 027-231-3070

前橋市 きむ 木村内科医院 木村　徹 371-0837 前橋市箱田町４６３ 027-253-8883

前橋市 きむ 木村神経科医院 木村　寛子 371-0837 前橋市箱田町463 027-254-1110

前橋市 きよ 清宮医院 清宮　和之 371-0025 前橋市紅雲町2-12-10 027-221-6518 〇

前橋市 くど 工藤皮膚科医院 工藤　隆弘 371-0846 前橋市元総社町2-29-2 027-280-3663

前橋市 くら 倉繁皮ふ科医院 倉繁　田鶴子 371-0844 前橋市古市町415 027-253-5600

前橋市 くり 栗林小児科医院 栗林　俊夫 371-0027 前橋市平和町2-7-1 027-231-7114

前橋市 ぐん 群馬県立心臓血管センター 内藤　滋人 371-0004 前橋市亀泉町3-12 027-269-7455

前橋市 ぐん 群馬県立心臓血管センター 河口　廉 371-0004 前橋市亀泉町3-12 027-269-7455

前橋市 ぐん 群馬県立心臓血管センター 山田　靖之 371-0004 前橋市亀泉町3-12 027-269-7455

前橋市 ぐん 群馬ペインクリニック病院 田中　陽 379-2147 前橋市亀里町359 027-265-0999

前橋市 ぐん 群馬中央病院 内藤　浩 371-0025 前橋市紅雲町1-7-13 027-223-1373

前橋市 ぐん 群馬中央病院 谷　賢実 371-0025 前橋市紅雲町1-7-13 027-223-1373
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前橋市 ぐん 群馬県済生会前橋病院 西田　保二 371-0821 前橋市上新田町564-1 027-252-1751

前橋市 ぐん 群馬県済生会前橋病院 吉永　輝夫 371-0821 前橋市上新田町564-1 027-252-1751

前橋市 ぐん 群馬県済生会前橋病院 細内　康男 371-0821 前橋市上新田町564-1 027-252-1751

前橋市 ぐん ぐんまスポーツ整形外科 山本　敦史 371-0814 前橋市宮地町57-2 027-289-8976

前橋市 けや けやきクリニック 田中　雅彦 371-0802 前橋市天川町1666-1 027-263-1018 〇

前橋市 けや けやきスキンクリニック 土岐　清香 371-0803 前橋市天川原町1-14-8 027-212-8915 〇

前橋市 こい 小板橋医院 小板橋　毅 371-0007 前橋市上泉町354-2 027-261-2122

前橋市 こた 小竹整形外科 小竹　俊之 371-0018 前橋市三俣町3-30-10 027-231-0495

前橋市 こな こなか医院 小中　俊太郎 371-0852 前橋市総社町総社2628 027-280-5570

前橋市 こば 剛医院 小林　剛一 371-0812 前橋市広瀬町3-11-1 027-266-3566

前橋市 こば 小林内科・胃腸科クリニック 小林　出 371-0811 前橋市朝倉町930-3 027-290-3200 〇

前橋市 こば こばやし医院 小林　和弘 371-0812 前橋市広瀬町2-1-12 027-263-2535 〇

前橋市 こぶ こぶな整形外科医院 小鮒　保雄 371-0813 前橋市後閑町311-2 027-261-7600 〇

前橋市 こま 駒形メンタルクリニック 佐藤　恒夫 379-2114 前橋市上増田町422-1 027-266-8880

前橋市 こみ 込谷クリニック 込谷　惇 371-0035 前橋市岩神町4-2-5 027-231-0366

前橋市 こみ 込谷クリニック 込谷　淳一 371-0035 前橋市岩神町4-2-5 027-231-0366

前橋市 さい 斎藤内科泌尿器科医院 斎藤　浩 371-0037 前橋市上小出町2-42-5 027-231-1069

前橋市 さい 齋藤医院 齋藤　達也 371-0805 前橋市南町2-66-27 027-221-0258

前橋市 さい 斉藤クリニック耳鼻科 斉藤　淳一 371-0852 前橋市日輪寺町23-2 027-235-8880

前橋市 さい 齋藤医院 齋藤　典之 371-0014 前橋市朝日町4-20-15 027-224-7134

前橋市 さか 堺堀整形外科医院 堺堀　洋治 371-0104 前橋市富士見町時沢2051-4 027-260-5125

前橋市 さか 堺堀内科循環器科医院 堺堀　和典 371-0032 前橋市若宮町1-2-6 027-231-8056

前橋市 さが 嵯峨小児科医院 嵯峨　六雄 371-0056 前橋市青柳町494 027-232-1188

前橋市 さが 嵯峨小児科医院 村松　礼子 371-0056 前橋市青柳町494 027-232-1188

前橋市 さく さくらクリニック 鈴木　勉 371-0816 前橋市上佐鳥町1203-2 027-212-2434 〇

前橋市 ささ ささき整形外科 佐々木　泰 371-0103 前橋市富士見町小暮867 027-288-2006

前橋市 さじ 佐治内科医院 佐治　和喜 371-0133 前橋市端気町374-15 027-264-3500

前橋市 さだ 定方医院 定方　宏人 379-2147 前橋市亀里町1103-1 027-265-0345

前橋市 さと さとうレディースクリニック 佐藤　泉 371-0024 前橋市表町2-20-17 027-224-7606

前橋市 さと さとり循環器・内科クリニック 佐鳥　圭輔 371-0825 前橋市大利根町2-32-1 027-225-2327

前橋市 さる さるきクリニック 猿木　和久 370-3573 前橋市青梨子町178 027-210-7171 〇

前橋市 さわ 沢渡内科循環器科医院 沢渡　誠志 371-0812 前橋市広瀬町3-6-6 027-266-2112

前橋市 さん 山王タウンクリニック 伊藤　克彦 379-2123 前橋市山王町1-23-32 027-267-1130

前橋市 さん 山王リハビリテーション病院 松﨑　豊 379-2123 前橋市山王町133 027-266-8611

前橋市 しお 塩崎内科医院 塩崎　宏子 371-0801 前橋市文京町3-10-10 027-221-8063

前橋市 しお しおざわ整形外科クリニック 塩澤　裕行 371-0051 前橋市上細井町2044-1 027-219-1199

前橋市 しき 敷島医院 小堀　清久 371-0046 前橋市川原町376-106 027-235-9339

前橋市 しの しのはら小児科 篠原　真 379-2153 前橋市上大島町873-1 027-287-1515 〇

前橋市 じび 耳鼻咽喉科とよだクリニック 豊田　実 379-2122 前橋市駒形町557-1 027-267-1100

前橋市 しみ しみず眼科クリニック 清水　良 371-0221 前橋市樋越町875 027-230-4611

前橋市 しも 下大島医院 栗原　正英 379-2152 前橋市下大島町 740-7 027-266-0086 〇

前橋市 しも 下田内科医院 下田　隆也 371-0805 前橋市南町3-64-13 027-221-3155 〇

前橋市 しゆ 周東クリニック 周東　孝浩 371-0846 前橋市元総社町1200-1 027-280-5550

前橋市 しよ 小児科しもだクリニック 霜田　雅史 371-0804 前橋市六供町847 027-220-1221

前橋市 じよ 上毛大橋クリニック 清水　幸博 371-0046 前橋市川原町1-49-6 027-237-2800
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前橋市 じよ 上毛病院 関口　定 379-2152 前橋市下大島町596-1 027-266-1482

前橋市 じよ 上毛病院 服部　徳昭 379-2152 前橋市下大島町596-1 027-266-1482

前橋市 じよ 上武呼吸器科内科病院 土橋　邦生 371-0048 前橋市田口町586-1 027-232-5000

前橋市 じよ 上武呼吸器科内科病院 桑原　武夫 371-0048 前橋市田口町586-1 027-232-5000

前橋市 じよ 上武呼吸器科内科病院 笛木　直人 371-0048 前橋市田口町586-1 027-232-5000

前橋市 しら しらかわ診療所 小野里　康博 371-0054 前橋市上細井町2068-11 027-260-1116

前橋市 しん 新前橋すこやか内科・漢方内科クリニック 本城　裕章 371-0843 前橋市新前橋町16-48 027-288-0977

前橋市 しん 新前橋かしま眼科形成外科クリニック 鹿嶋　友敬 377-0844 前橋市古市町180-1　ﾌｫﾚｽﾄﾓｰﾙ新前橋 027-288-0224

前橋市 しん 神宮医院 神宮　俊哉 371-0035 前橋市岩神町3-18-17 027-289-0500

前橋市 すえ すえまる内科 末丸　美央 379-2143 前橋市新堀町1038-1 027-212-5162

前橋市 すが すがの内科医院 菅野　仁平 371-0851 前橋市総社町植野328-5 027-256-8121

前橋市 すぐ すぐた医院ゆう子キッズクリニック 直田　祐子 371-0833 前橋市光が丘町10-6 027-251-5622

前橋市 すず 鈴木小児科医院 鈴木　武雄 371-0813 前橋市後閑町10-5 027-263-2967

前橋市 すだ 須田こどもクリニック 須田　浩充 371-0813 前橋市後閑町406-2 027-265-6777

前橋市 せい 清王寺クリニック 初瀬　恵 371-0017 前橋市日吉町3-23-1 027-234-4313

前橋市 せい 清王寺クリニック 初瀬　記史 371-0017 前橋市日吉町3-23-1 027-234-4313

前橋市 せい 清王寺クリニック 中屋　美令 371-0017 前橋市日吉町3-23-1 027-234-4313

前橋市 せき 関内科医院 関　清之 379-2154 前橋市天川大島町1-7-12 027-224-4680 〇

前橋市 せき せき整形外科クリニック 関　隆致 371-0015 前橋市三河町1-28-1 027-226-6631 ○

前橋市 せた 瀬田医院 瀬田　勝之 371-0057 前橋市龍蔵寺町103 027-232-5658

前橋市 せた 瀬田医院 瀬田　享博 371-0057 前橋市龍蔵寺町103 027-232-5658

前橋市 ぜん 善衆会病院 木村　雅史 379-2115 前橋市笂井町54-1 027-261-5410

前橋市 それ ソレイユあさひクリニック 新島　和 371-0014 前橋市朝日町1-35-9 027-243-5169 ○

前橋市 だい 大学橋ファミリークリニック 坂元　純 371-0047 前橋市関根町2-21-9 027-212-6627

前橋市 たか 高橋医院 新木　正隆 379-2132 前橋市東善町１７３－１ 027-266-0203

前橋市 たか 高橋医院 新木　美晴 379-2132 前橋市東善町１７３－１ 027-266-0203

前橋市 たか 高橋医院 栗原　美貴子 371-0217 前橋市粕川町西田面212-2 027-285-2019

前橋市 たか 髙栁胃腸科外科 髙栁　大輔 371-0001 前橋市荻窪町1203-1 027-269-8880

前橋市 たか 高山産婦人科医院 高山　保夫 371-0837 前橋市箱田町698-3 027-251-2621

前橋市 たか 髙野医院 髙野　潔 371-0843 前橋市新前橋町11-11 027-252-5656

前橋市 たき たき医院 滝沢　康 371-0825 前橋市大利根町1-33-3 027-251-5101

前橋市 たけ 竹越耳鼻咽喉科医院 竹越　哲男 371-0021 前橋市住吉町1-16-12 027-231-3658 ○

前橋市 たけ たけむら整形外科クリニック 竹村　達弥 371-0837 前橋市箱田町1471-16 027-212-3266

前橋市 たけ たけい内科クリニック 武井　宏輔 379-2121 前橋市小屋原町582-4 027-280-8080 ○

前橋市 たど 田所医院 田所　春海 379-2117 前橋市二之宮町475 027-268-2128

前橋市 たな 田中醫院 田中　義 371-0022 前橋市千代田町1-5-5 027-231-2443 ○

前橋市 たな 田中外科内科医院 田中　宏和 371-0031 前橋市下小出町3-21-5 027-231-0555

前橋市 たべ 田部医院 田部　三男治 371-0804 前橋市六供町1043 027-223-1061

前橋市 たむ たむらこどもクリニック 田村　一志 371-0013 前橋市西片貝町3-123-5 027-289-0555

前橋市 つく つくも内科医院 福山　展 371-0116 前橋市富士見町原之郷450-4 027-230-5085

前橋市 つだ 津田ホームケア診療所 津田　京一郎 371-0823 前橋市川曲町1-1 027-225-5000

前橋市 つち つちや内科クリニック 土屋　卓磨 371-0831 前橋市小相木町1-1-4 027-256-7770 ○

前橋市 どい 土井内科医院 土井　一郎 379-2166 前橋市野中町191-2 027-261-7727

前橋市 とく とくながクリニック 徳永　卓 371-0007 前橋市上泉町2872-19 027-289-0085

前橋市 とど 戸所小児科医院 戸所　正雄 371-0853 前橋市総社町2-8-9 027-253-2351
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前橋市 との 殿岡内科小児科医院 殿岡　伸彦 371-0803 前橋市天川原町2-247-5 027-221-1599

前橋市 とば 鳥羽整形外科クリニック 鳥羽　和之 371-0025 前橋市紅雲町2-21-13 027-223-7700

前橋市 とみ 富沢病院 富澤　政信 371-0014 前橋市朝日町4-17-1 027-224-3955

前橋市 とみ 富沢内科医院 富澤　隆 371-0841 前橋市石倉町2-7-4 027-251-4779

前橋市 とみ 富沢医院 富沢　誠 371-0836 前橋市江田町580 027-251-5414

前橋市 とや 外山内科・循環器内科クリニック 外山　卓二 371-0044 前橋市荒牧町２－３３－９ 027-232-8000

前橋市 とよ 豊田内科医院 豊田　武久 371-0037 前橋市上小出町1-30-1 027-234-1223

前橋市 なか 中田クリニック 中田　益允 371-0837 前橋市箱田町1039-4 027-251-1360

前橋市 なか 中野医院 中野　秀彦 371-0843 前橋市新前橋町8-15 027-290-1388

前橋市 なか 中沢クリニック 中沢　康夫 371-0032 前橋市若宮町4-8-18 027-230-1220

前橋市 なか 中嶋医院 中嶋　宏治 379-2121 前橋市小屋原町976-1 027-266-1601 ○

前橋市 なか 中野産婦人科医院 中野　榮喜 371-0033 前橋市国領町2-2-12 027-233-5588

前橋市 なか 中田クリニック 中田　裕一 371-0837 前橋市箱田町1039-4 027-251-1360

前橋市 なか 中村外科医院 中村　光郎 371-0801 前橋市文京町1-33-18 027-221-3951

前橋市 なか 中嶋小児科医院 中嶋　直樹 371-0002 前橋市江木町1408-1 027-261-9299

前橋市 なが 永島内科医院 登田　久子 371-0018 前橋市三俣町2-11-20 027-232-6435

前橋市 なが 永島内科医院 永島　勇 371-0018 前橋市三俣町2-11-20 027-232-6435

前橋市 なが 長﨑医院 長﨑　淳 371-0021 前橋市住吉町2-12-5 027-231-3274

前橋市 なん なんきつこどもクリニック 杵渕　裕子 371-0044 前橋市荒牧町1-11-13 027-235-2558

前橋市 にし 西片貝クリニック 加家壁　健 371-0013 前橋市西片貝町3-292 027-223-6533 〇

前橋市 にし 西片貝クリニック 若松　良二 371-0013 前橋市西片貝町3-292 027-223-6533 〇

前橋市 にし 西田整形外科 西田　昌功 371-0221 前橋市樋越町677-1 027-280-2234

前橋市 にの 二之宮クリニック 内田　悦弘 379-2117 前橋市二之宮町1988-1 027-289-4380

前橋市 ねぎ ねぎし整形外科 根岸　龍一 379-2123 前橋市東善町68-4 027-280-8686

前橋市 はぎ 萩原内科医院 萩原　廣明 379-2106 前橋市荒子町1585-2 027-268-1415

前橋市 はし 橋爪耳鼻咽喉科医院 橋爪　一彦 371-0023 前橋市本町1-3-2 027-221-2745

前橋市 はし はしづめ胃腸と内科のクリニック 橋爪　真之 371-0811 前橋市朝倉町3-34-6 027-257-0546

前橋市 はし はしづめ診療所 橋爪　洋明 379-2146 前橋市公田町515-1 027-226-1806 〇

前橋市 はし はしづめ診療所文京町 嶋田　靖 371-0801 前橋市文京町2-10-26 027-220-5720 〇

前橋市 はと 羽鳥眼科 羽鳥　毅 371-0802 前橋市天川町75-2 027-243-3711

前橋市 はな 塙医院 塙　　光一 371-0017 前橋市日吉町4-5-5 027-231-5348 〇

前橋市 ばば 馬場内科医院 馬場　曻 371-0007 前橋市上泉町101-1 027-223-5301 〇

前橋市 はる 春山医院 春山　厚 371-0017 前橋市日吉町2-8-5 027-233-1551

前橋市 ひら 平井外科医院 平井　明文 371-0847 前橋市大友町2－16－7 027-251-5803

前橋市 ふか 深沢整形外科 深沢　直樹 371-0013 前橋市西片貝町3-124-2 027-220-5277 〇

前橋市 ふか 深沢内科クリニック 深澤　信彦 371-0231 前橋市堀越町1193-1 027-283-0003

前橋市 ふく 福山内科 福山　昭一 371-0012 前橋市東片貝町97－7 027-243-1380

前橋市 ふじ 富士たちばなクリニック 名倉　隆夫 371-0042 前橋市日輪寺町342-2 027-230-1155

前橋市 ふじ ふじまきクリニック脳神経外科・内科 藤巻　広也 371-0046 前橋市川原町2-2-5 027-260-7007

前橋市 ふた 二子山クリニック 富田　智之 371-0811 前橋市朝倉町1-3-18 027-263-1331

前橋市 べる ベル小児科クリニック 鈴木　雅登 371-0046 前橋市川原町2－9－18 027-289-2580

前橋市 ほう 北條内科クリニック 北條　忍 371-0125 前橋市嶺町88-104 027-269-5503

前橋市 ほう 北條医院 北條　　義明 379-2122 前橋市駒形町833-38 027-266-6737

前橋市 ほし 星医院 星　廣人 379-2123 前橋市西善町204-1 027-266-8600

前橋市 ほし ほしの整形外科クリニック 星野　貴光 371-0804 前橋市六供町773-1 027-226-6500
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前橋市 ほん 本間小児科内科医院 本間　剛 371-0801 前橋市文京町4-22-18 027-221-6807

前橋市 ほん ほんま小児科 関矢　亜矢子 371-0817 前橋市上佐鳥町722-3 027-290-3131

前橋市 ほん ほんま小児科 本間　哲夫 371-0816 前橋市上佐鳥町722-3 027-290-3131

前橋市 まえ 前橋桃の瀨クリニック 伊藤　誠 371-0013 前橋市西片貝町3-379-2 027-212-0221

前橋市 まえ 前橋協立病院 岩森　秀樹 371-0811 前橋市朝倉町828－1 027-265-3511

前橋市 まえ 前橋協立病院 齋藤　耕一郎 371-0811 前橋市朝倉町828－1 027-265-3511

前橋市 まえ 前橋協立病院 瀧口　由希 371-0811 前橋市朝倉町828－1 027-265-3511

前橋市 まえ 前橋協立病院 内川　千恵 371-0811 前橋市朝倉町828－1 027-265-3511

前橋市 まえ 前橋皮膚科医院 大川　司 371-0034 前橋市昭和町1-7-17 027-231-8675

前橋市 まえ 前橋東クリニック 小野　浩一 379-2102 前橋市下大屋町558-9 027-268-2260

前橋市 まえ 前橋プライマリ泌尿器科内科 小野　芳啓 371-0816 前橋市上佐鳥町51-3 027-289-4651

前橋市 まえ 前橋広瀬川クリニック 篠原　正彦 371-0022 前橋市千代田町2-10-9 027-231-4101

前橋市 まえ 前橋広瀬川クリニック 矢野　新太郎 371-0022 前橋市千代田町2-10-9 027-231-4101

前橋市 まえ 前橋協立診療所 高柳　亮 371-0016 前橋市城東町3－15－28 027-231-6060

前橋市 まえ 前橋城南病院 上間　貴子 379-2161 前橋市富田町1172-1 027-268-4111

前橋市 まえ 前橋協立病院 瀧口　道生 371-0811 前橋市朝倉町828－1 027-265-3511

前橋市 まえ 前橋北病院 徳島　眞彦 371-0054 前橋市下細井町692 027-235-3333

前橋市 まえ 前橋脳外科クリニック 富澤　真一郎 371-0012 前橋市東片貝町720 027-221-8145

前橋市 まえ 前橋脳外科クリニック 長屋　孝雄 371-0012 前橋市東片貝町720 027-221-8145

前橋市 まえ まえはら内科 前原　忠史 371-0031 前橋市下小出町2-40-15 027-212-7313

前橋市 まえ 前橋ミナミ眼科 板倉　宏高 371-0814 前橋市宮地町146-1 027-288-0895

前橋市 まえ 前橋みなみモール眼科 高橋　大樹 379-2143 前橋市新堀町1047 027-290-3733

前橋市 まえ まえばし在宅クリニック 橋爪　裕 371-0033 前橋市国領町1-2-2 027-230-1110

前橋市 まえ 前橋眼科クリニック 熊本　清一郎 371-0801 前橋市文京町2-1-1　けやきウォーク１階 027-220-5161

前橋市 まき 牧耳鼻咽喉科医院 牧　清人 371-0852 前橋市総社町総社2720 027-280-5233

前橋市 まざ マザーズクリニック　ＴＡＭＵＲＡ 田村　友宏 379-2121 前橋市小屋原町584-1 027-266-8803

前橋市 まち 町井耳鼻咽喉科医院 町井　一史 371-0801 前橋市文京町2-14-6 027-221-2551

前橋市 まち 町田内科クリニック 町田　崇 371-0232 前橋市茂木町5-5 027-280-2800

前橋市 まつ 松山医院 松山　哲 371-0023 前橋市本町1-1-3 027-289-2121

前橋市 まり まりこどもアレルギークリニック 徳永　真理 371-0846 前橋市元総社町1574-2 027-226-6844

前橋市 まる 丸山眼科クリニック 丸山　明信 371-0805 前橋市南町3-59-4 027-223-5941

前橋市 まん マンモプラス竹尾クリニック 竹尾　健 371-0013 前橋市西片貝町3-379-1 027-220-1577 〇

前橋市 まん 萬田診療所 萬田　緑平 371-0852 前橋市総社町総社1070-1 027-289-6655

前橋市 みず みずしま脳神経内科・内科クリニック 水島　和幸 371-0014 前橋市朝日町1-19-8 027-289-6788 ○

前橋市 みど みどり小児科 北條　みどり 371-0125 前橋市嶺町90-3 027-269-8885

前橋市 みや 宮石内科医院 宮石　和夫 371-0051 前橋市上細井町1955-1 027-234-1876

前橋市 みや みやざき内科クリニック 宮﨑　昌久 371-0846 前橋市元総社町2467-9 027－212－5000

前橋市 みや みやぎクリニック 村松　誠司 371-0244 前橋市鼻毛石町637-19 027-280-2510 〇

前橋市 みや みやけ小児科 三宅　浩 371-0221 前橋市樋越町884 027-283-2225

前橋市 むら 村山医院 村山　義和 371-0024 前橋市表町1-13-17 027-221-4643

前橋市 むら 村上皮フ科医院 村上　静幹 379-2152 前橋市下大島町743-2 027-267-0188

前橋市 むら 村谷胃腸科医院 村谷　貢 371-0811 前橋市朝倉町178-4 027-265-4141

前橋市 もち 望月皮膚科医院 望月　和子 371-0014 前橋市朝日町2-18-1 027-224-4693

前橋市 もて もてぎ内科医院 茂木　一通 379-2114 前橋市上増田町510 027-266-5671

前橋市
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前橋市 もも ももかわ整形外科クリニック 饗場　佐知子 371-0044 前橋市荒牧町1-40-25 027-233-8515

前橋市 もり 森田医院 森田　茂 379-2123 前橋市山王町1-7-1 027-266-4089

前橋市 やぎ 八木医院 八木　茂 371-0835 前橋市前箱田町15－1 027-253-6588

前橋市 やし 八代医院 八代　邦彦 371-0823 前橋市川曲町25-4 027-255-0846

前橋市 やな やなぎさわファミリークリニック 柳沢　三朗 371-0811 前橋市朝倉町893-2 027-265-0050 〇

前橋市 やま 山本整形外科医院 山本　竜一 371-0013 前橋市西片貝町1-200 027-232-3069

前橋市 やま 山下医院 山下　由起子 371-0016 前橋市城東町4-11-17 027-231-3726

前橋市 やま 山口内科クリニック 山口　崇彦 371-0052 前橋市上沖町252-1 027-260-6500

前橋市 やま やました内科医院 山下　眞 371-0004 前橋市亀泉町606-2 027-212-0148 〇

前橋市 ゆう 結城眼科医院 結城　尚 371-0013 前橋市西片貝町3-286-1 027-226-7575

前橋市 ゆが 由上小児科医院 由上　伸一郎 371-0017 前橋市日吉町1-21-5 027-231-3646

前橋市 よこ 横地眼科医院 横地　圭一 371-0027 前橋市平和町2-5-3 027-231-5330

前橋市 よこ 横田マタニティーホスピタル 横田　佳昌 371-0031 前橋市下小出町1-5-22 027-219-4103

前橋市 よし 吉松医院 谷口　豊 371-0206 前橋市粕川町新屋246-2 027-285-2273

前橋市 よし 吉松医院 吉松　弘 371-0206 前橋市粕川町新屋246-2 027-285-2273

前橋市 よし 吉野医院 吉野　昭男 371-0018 前橋市三俣町2-13-10 027-232-3333

前橋市 よし 吉田小児科医院 吉田　昭子 371-0837 前橋市箱田町395－3 027-253-7733

前橋市 りは リハビリ整形外科みなみクリニック 南　龍野 371-0046 前橋市川原町1-49-2 027-210-3737

前橋市 ろう 老年病研究所附属病院 高玉　真光 371-0847 前橋市大友町3-26-8 027-253-3311

前橋市 ろう 老年病研究所附属病院 中村　保子 371-0847 前橋市大友町3-26-8 027-253-3311

前橋市 ろう 老年病研究所附属病院 佐藤　圭司 371-0847 前橋市大友町3-26-8 027-253-3311

前橋市 ろう ローズタウン糖尿病内科 森山　純江 371-0002 前橋市江木町1701-1 027-226-1466

前橋市 ろう ローズタウン糖尿病内科 吉川　玲欧 371-0002 前橋市江木町1701-1 027-226-1466

前橋市 わか わかば病院 石川　隆 371-0843 前橋市新前橋町3-3 027-255-5252

前橋市 わか わかば病院 金子　哲也 371-0843 前橋市新前橋町3-3 027-255-5252

前橋市 わか わかば病院 小暮　真也 371-0843 前橋市新前橋町3-3 027-255-5252

前橋市 わか わかば病院 川田　忠嘉 371-0843 前橋市新前橋町3-3 027-255-5252

前橋市 わか 若宮内科 山田　邦子 371-0017 前橋市日吉町4-44-47 027-234-6001

前橋市 わか わかまつ循環器科内科医院 若松　秀 371-0013 前橋市西片貝町5-19-20 027-243-8700 〇

高崎市 あか 赤城クリニック 冨澤　健史 370-0076 高崎市下小塙町327-2 027-340-7400

高崎市 あお あおぞらファミリークリニック 斎藤　昌昭 370-0073 高崎市緑町1-23-6-101 027-387-0253

高崎市 あす あすなろクリニック 山田　敬之 370-3521 高崎市棟高町1675-550 027-372-8060

高崎市 あり 有賀クリニック 有賀　長規　 370-0045 高崎市東町80-7 027-326-1711

高崎市 あり ありさわ整形外科 有澤　信義 370-0077 高崎市上小塙町769-3 027-387-0511

高崎市 いし 佐々木医院 石澤　慶春 370-0068 高崎市昭和町 2 027-327-1911

高崎市 いし 佐々木医院 佐々木　豊志 370-0068 高崎市昭和町 2 027-327-1911

高崎市 いし いしもとレディスクリニック 石本　一也 370-3524 高崎市中泉町481 027-372-4188

高崎市 いぬ 乾内科クリニック 乾　　正幸 370-0076 高崎市下小塙町1576-1 027-343-3368

高崎市 いぬ 慈風会乾小児科内科医院 乾　宏行 370-0828 高崎市宮元町207 027-322-3252

高崎市 いぬ 慈風会乾小児科内科医院 乾　裕美子 370-0828 高崎市宮元町207 027-322-3252

高崎市 いぬ 慈風会乾小児科内科医院 乾　恵輔 370-0828 高崎市宮元町207 027-322-3252

高崎市 いの 井上病院 井上　誠 370-0053 高崎市通町55 027-322-3660

高崎市 いの 井上病院 田村　靖之 370-0053 高崎市通町55 027-322-3660

高崎市 いわ いわたバディーズクリニック 岩田   泰 370-1203 高崎市矢中町841 027-347-4560

高崎市

前橋市
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高崎市 うえ うえはらクリニック 植原　政弘 370-0043 高崎市高関町354-1 027-322-4965

高崎市 うえ 心療内科　クリニック華 植原　睦美 370-0043 高崎市高関町355 027-326-1891

高崎市 うつ 宇都木医院 宇都木　敏浩 370-3512 高崎市西国分町139-3 027-372-1404

高崎市 えん えんどう皮ふ科 遠藤　顕子 370-1301 高崎市新町2151-11　天田ﾋﾞﾙ1F 0274-40-3333

高崎市 おお 大山内科神経内科医院 大山　克巳 370-0801 高崎市上並榎町1098 027-363-2258

高崎市 おお おおいクリニック 大井　勝 370-3522 高崎市菅谷町847-7 027-310-0101

高崎市 おか 岡本内科クリニック 岡本　克実 370-0851 高崎市上中居町365-2 027-325-5050

高崎市 おか おかじょうクリニック 岡上　準 370-1207 高崎市綿貫町1918-7 027-395-6116

高崎市 おが 小川クリニック 小川　展二 370-1203 高崎市矢中町312-9 027-384-8000

高崎市 おぐ 小倉クリニック 小倉　道郎 370-0035 高崎市柴崎町60-11 027-352-1811

高崎市 おの 小野垣医院 小野垣　義男 370-0852 高崎市中居町3-39-2 027-352-2233

高崎市 かい 介護老人保健施設いずみ 井上　智貴 370-3107 高崎市箕郷町矢原12-1 027-371-8500

高崎市 かい 内科胃腸科循環器科貝瀬医院 貝瀬　宏 370-0012 高崎市大沢町202-4 027-352-1337

高崎市 がい 外苑クリニック 三賀　史樹 370-0841 高崎市栄町１－１０　２Ｆ 027-386-9873

高崎市 かの 狩野外科医院 狩野   基 370-3511 高崎市金古町230 027-373-1310 〇

高崎市 かみ 上条女性クリニック 上条　隆典 370-1205 高崎市栗崎町534-1 027-345-1221

高崎市 かみ 上芝ファミリークリニック 西野　道夫 370-3104 高崎市箕郷町上芝183-3 027-360-7235

高崎市 かみ 上大類病院 矢島　祥吉 370-0031 高崎市上大類町759 027-352-1019

高崎市 かみ 上中居ファミリークリニック 清水　雄至 370-0851 高崎市上中居町411 027-326-4155

高崎市 かみ 上中居ファミリークリニック 清水　清美 370-0851 高崎市上中居町411 027-326-4155

高崎市 かん 神田医院 森　弘文 370-0862 高崎市片岡町1-13-21 027-323-3269

高崎市 かん 緩和ケア診療所・いっぽ 小笠原　一夫 370-0011 高崎市京目町790 027-353-3353 〇

高崎市 きく 菊池皮膚科 吉浜　美由喜 370-0815 高崎市柳川町9-3 027-323-1259

高崎市 きた きたがわ整形外科クリニック 喜多川　利昭 370-3522 高崎市菅谷町1041-2 027-372-1313

高崎市 くろ 黒沢病院 伊藤　一人 370-1203 高崎市矢中町187 027-352-1166

高崎市 けん 県央医科歯科クリニック 井上　一英 370-3524 高崎市中泉町610-2 027-372-1231

高崎市 こい 小泉小児科医院 釜萢　敏 370-0826 高崎市連雀町61 027-322-3985

高崎市 こい こいけ整形外科クリニック 小池　諭 370-0081 高崎市浜川町1740-1 027-344-8008

高崎市 こい 医療法人  小泉重田小児科 重田　政信 370-0069 高崎市飯塚町1285－4 027-362-5811

高崎市 こい 医療法人  小泉重田小児科 重田　政樹 370-0069 高崎市飯塚町1285－4 027-362-5811

高崎市 こば 小林内科胃腸科医院 小林　二郎 370-0004 高崎市井野町649-2 027-362-5188

高崎市 こば 小林内科胃腸科医院 小林　良太 370-0004 高崎市井野町649-2 027-362-5188

高崎市 こま 駒井病院 平松　範行 370-0016 高崎市矢島町449－2 027-352-6212

高崎市 こま 駒井病院 楢原　文子 370-0016 高崎市矢島町449－2 027-352-6212

高崎市 こや こやぎ内科 塚越　正章 370-0071 高崎市小八木町2031-6 027-365-5897

高崎市 さい 斎藤皮膚科医院 斎藤　強平 370-0074 高崎市下小鳥町80-3 027-364-5595

高崎市 さと 産科婦人科舘出張佐藤病院 佐藤　仁 370-0836 高崎市若松町96 027-322-2243

高崎市 さと 産科婦人科舘出張佐藤病院 佐藤　雄一 370-0836 高崎市若松町96 027-322-2243

高崎市 さと 小児科佐藤医院 佐藤　英生 370-0815 高崎市柳川町4 027-322-2145

高崎市 さと 慈育会佐藤小児科内科医院 佐藤　秀樹 370-0841 高崎市栄町27-13 027-322-4498

高崎市 さと 佐藤医院 佐藤　洋一 370-3342 高崎市下室田町920-2 027-374-3361

高崎市 さわ さわらび医療福祉センター 栁澤　　孝之 370-0072 高崎市大八木町168-1 027-361-6111

高崎市 しげ 重田こども・アレルギークリニック 重田　誠 370-0015 高崎市島野町1418 027-350-1700

高崎市 しず 静内科 静　毅人 370-0071 高崎市小八木町799-1 027-370-0777 ○

高崎市
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高崎市 じび 耳鼻いんこう科伊藤医院 伊藤　和也 370-1201 高崎市倉賀野町798-12 027-346-2485

高崎市 じび 耳鼻咽喉科はるクリニック 塚田　晴代 370-0046 高崎市江木町230-1 027-384-3387

高崎市 しみ 清水内科 清水　美津夫 376-0069 高崎市飯塚町703 027-362-2838

高崎市 しみ 清水耳鼻咽喉科 清水　祐二 370-0011 高崎市京目町321-4 027-353-4533

高崎市 しや 社会福祉法人　夢 岡野　昭 370-1207 高崎市綿貫町1369 027-347-8000

高崎市 じゆ じゅん内科 安部　純 370-3534 高崎市井出町1548-5 027-388-0477

高崎市 しよ 昭和病院 尾澤　正俊 370-1207 高崎市綿貫町1341 027-347-1171

高崎市 すが 須賀内科医院 須賀　秀晃 370-3521 高崎市棟高町1068-14 027-373-8283

高崎市 すみ すみれ皮膚科 須藤　麻梨子 370-0036 高崎市南大類町999-2 027-381-6638

高崎市 せき セキールレディｰｽクリニック 関  守利 370-0841 高崎市栄町3-23 高崎タワー21 2階 027-330-2200

高崎市 せん セントラルレディースクリニック 織田　利光 370-0045 高崎市東町80-7 027-326-7711

高崎市 せん セントラルレディースクリニック 角田　隆 370-0045 高崎市東町80-7 027-326-7711

高崎市 そう 相馬クリニック 相馬　康宏 370-0873 高崎市下豊岡町142 027-322-5015

高崎市 そは そはら内科 蘇原　直人 370-0042 高崎市貝沢町1535-1 027-370-0011

高崎市 たか 高崎総合医療センター 小川　哲史 370-0829 高碕市高松町36 027-322-5901

高崎市 たか 高崎健康福祉大学附属クリニック 長嶺　竹明 370-0036 高崎市南大類町200-2 027-388-8840

高崎市 たか たかさき耳鼻咽喉科 長井　今日子 370-0031 高崎市上大類町1277-1 027-352-3341

高崎市 たか 高崎ハートホスピタル 小栗　淳 370-0001 高崎市中尾町1230 027-361-7200

高崎市 たか 高崎ペインクリニック 宮下　興 370-0035 高崎市柴崎町天王前1497 027-353-0900

高崎市 たか 高崎市保健所 後藤　裕一郎 370-0829 高崎市高松町5番地28 センター4階 027-381-6111

高崎市 たか 高崎タワークリニック　眼科・泌尿器科 齋藤　直 370-0045 高崎市東町32-1　ブリリアタワー高崎2Ｆ 027-384-8241

高崎市 たか 高崎タワークリニック　眼科・泌尿器科 齋藤　勇祐 370-0045 高崎市東町32-1　ブリリアタワー高崎2Ｆ 027-384-8241

高崎市 たか 高崎乳腺外科クリニック 吉田　崇 370-0015 高崎市島野町1416 027-350-1515

高崎市 たか 高瀬記念病院 高瀬　真一 370-0036 高崎市南大類町885-2 027-353-1156

高崎市 たな 耳鼻咽喉科田中医院 田中　富士子 370-0838 高崎市鍛冶町22 027-322-2604

高崎市 たな 耳鼻咽喉科田中医院 田中　聖 370-0838 高崎市鍛冶町22 027-322-2604

高崎市 たも 多聞内科クリニック 長島　多聞 370-3523 高崎市福島町763-8 027-310-0600

高崎市 ちゆ 中央群馬脳神経外科病院 佐竹　賢治 370-0001 高崎市中尾町64-1 027-363-6161

高崎市 ちゆ 中央群馬脳神経外科病院（院長） 豊田　収 370-0001 高崎市中尾町64-1 027-363-6161

高崎市 ちゆ 中央群馬脳神経外科病院 中島　伸介 370-0001 高崎市中尾町64-1 027-363-6161

高崎市 ちゆ 中央群馬脳神経外科病院 中沢　貞二 370-0001 高崎市中尾町64-1 027-363-6161

高崎市 ちゆ 中央群馬脳神経外科病院 増子　昭彦 370-0001 高崎市中尾町64-1 027-363-6161

高崎市 ちゆ 中央群馬脳神経外科病院 松村　賢 370-0001 高崎市中尾町64-1 027-363-6161

高崎市 つち 土屋内科医院 土屋　智 370-0006 高崎市問屋町2-1-1 027-360-3555

高崎市 つの 角田医院 片平　文 370-0836 高崎市若松町145 027-325-8844

高崎市 つれ つれいし耳鼻咽喉科 連石　敦太 370-0077 高崎市上小塙町584 027-343-2131

高崎市 とう 田路クリニック 田路　了 370-2104 高崎市吉井町馬庭571-1 027-388-3527

高崎市 とき 土岐内科医院 土岐　宗利 370-3345 高崎市上里見町1650-1 027-374-1278

高崎市 なか 中島クリニック 中島　透 370-0065 高崎市末広町85-1 027-323-2077

高崎市 なか 中澤医院 中澤　弘企 370-0075 高崎市筑縄町34-9 027-361-2996 〇

高崎市 なが 永井外科胃腸科 永井　伊津夫 370-3104 高崎市箕郷町上芝273-1 027-371-5555

高崎市 はぎ はぎわら内科医院 萩原　修 370-0873 高崎市下豊岡町1387-1 027-328-1222

高崎市 はつ はっとり皮膚科医院 服部　瑛 370-0071 高崎市小八木町2027-4 027-363-7755

高崎市 はな 花水木内科 大井　晋介 370-0074 高崎市下小鳥町93-10 027-329-7007

高崎市 はま 浜尻クリニック 冨澤　滋 370-0005 高崎市浜尻町216-5 027-363-8311

高崎市
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高崎市 ふじ ふじえ内科医院 藤江　正雄 370-0027 高崎市上滝町321 027-352-7800

高崎市 ふる 耳鼻咽喉科古川雅子診察室 古川　雅子 370-0849 高崎市八島町222高崎ﾀｰﾐﾅﾙﾋﾞﾙ7F 027-322-1415

高崎市 ふる ふるた内科脳神経内科クリニック 古田　夏海 370-0077 高崎市上小塙町字東原1061-1 027-387-0100

高崎市 ほそ 細谷医院 細谷　剛 370-3334 高崎市本郷町1443-1 027-343-6010

高崎市 ほそ 細谷たかさきクリニック 島田　祥士 370-0036 高崎市南大類町888-1 027－352－8181

高崎市 まき 牧元医院 牧元　毅之 370-0064 高崎市芝塚町1845-2 027-322-3623

高崎市 まさ 正木整形外科医院 正木　高 370-0061 高崎市天神町123 027-363-8188

高崎市 まし 真下クリニック 真下　正道 370-0018 高崎市新保町1103-1 027-370-6511

高崎市 まつ 松島小児科 松島　宏 370-0042 高崎市貝沢町736-3 027-361-5823

高崎市 まつ 松崎医院 松崎　勉 370-0015 高崎市島野町589 027-352-1278

高崎市 まゆ 黛皮膚科医院 黛　隆介 370-0805 高崎市台町27-4 027-324-0417

高崎市 みさ みさと診療所 合志　裕一 370-3104 高崎市箕郷町上芝628-1 027-350-6080

高崎市 みず 水内外科内科医院 水内　整 370-0874 高崎市中豊岡町35-1 027-323-4950

高崎市 みち 道又内科クリニック 道又　秀夫 370-0035 高崎市柴崎町1187-2 027-353-6300

高崎市 みち 道又内科クリニック 道又　かおる 370-0035 高崎市柴崎町1187-2 027-353-6300

高崎市 みど みどりクリニック 鈴木　基司 370-3513 高崎市北原町25-3 027-373-8611

高崎市 みや 宮下クリニック 宮下　満恵 370-0018 高崎市新保町1377-1 027-360-5577

高崎市 みや 宮下内科医院 宮下　浩 370-0804 高崎市住吉町22-1 027-322-2080

高崎市 みや 宮川皮フ科クリニック 宮川　泰一 370-3511 高崎市金古町706－7 027-373-8855

高崎市 もて もてき脳神経外科 茂木　元喜 370-0077 高崎市上小塙町567 027-343-7788

高崎市 もて もてき脳神経外科 石黒　幸司 370-0077 高崎市上小塙町567 027-343-7788

高崎市 もも 桃ノ木クリニック 佐々木　菜穂子 370-0884 高崎市八幡町1067-4 027-344-3130

高崎市 もり 整形外科 森の木クリニック 田村　幸久 370-0024 高崎市八幡原町453-1 027-347-6100

高崎市 もり 森内科クリニック 森　貴紀 370-0087 高崎市楽間町31-3 027-343-7568 〇

高崎市 よし 吉見耳鼻咽喉科医院 吉見　富夫 370-0821 高崎市新紺屋町1 027-326-8733

高崎市 よし 吉原クリニック 吉原　成哲 370-3524 高崎市中泉町649-1 027-360-6600

高崎市 よし 吉川医院 吉川　守也 370-0839 高崎市桧物町149 027-323-1802

高崎市 わか わかばクリニック 川口　美香 370-0883 高崎市剣崎町249-5 027-344-3354

桐生市 あい あいおい眼科医院 奈良部　典子 376-0011 桐生市相生町2-105 0277-54-5350

桐生市 いわ 医療法人  岩下会　岩下病院 岩下　裕之 376-0031 桐生市本町4－30 0277-22-0151

桐生市 きた 北川内科クリニック 北川　泰久 376-0023 桐生市錦町2-12-2 0277-44-7706

桐生市 きり 桐生厚生総合病院 岡田　克之 376-0024 桐生市織姫町6-3 0277-44-7171

桐生市 きり 桐生厚生総合病院 加藤　広行 376-0024 桐生市織姫町6-3 0277-44-7171

桐生市 きり 桐生協立診療所 西上　信太郎 376-0011 桐生市相生町2-554-7 0277-53-3911

桐生市 しよ 昭和皮膚科医院 東郷　頼子 376-0006 桐生市新宿2-2-9 0277-43-7779

桐生市 せき 関田内科クリニック 関田　康祐 376-0011 桐生市相生町5-284-21 0277-54-2511

桐生市 たか たかのす診療所 山口　典利 376-0041 桐生市川内町2-289-1 0277-65-9229

桐生市 たか たかのす診療所 内田　加奈子 376-0041 桐生市川内町2-289-1 0277-65-9229

桐生市 にち 日新病院 杉山　雅 376-0001 桐生市菱町3-2069-1 0277-30-3660

桐生市 ほそ 細野医院 細野　治 376-0121 桐生市新里町新川1354-6 0277-74-2300

桐生市 まえ 前川内科医院 前川　佳彰 376-0011 桐生市相生町2-455-1 0277-53-4114

桐生市 まち 待木　雄一

桐生市 まろ 芙蓉会まろ医院 中嶋　秀麿 376-0031 桐生市本町3-4-18 0277-44-6031

桐生市 わた わたらせリバーサイドクリニック 平林　久幸 376-0011 桐生市相生町1-220-1 0277-53-3166

桐生市

高崎市
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伊勢崎市 あか あかつきウィメンズクリニック 木村　直美 372-0817 伊勢崎市連取本町20-9 0270-21-7000

伊勢崎市 あか あかぼり高橋内科 髙橋　洋樹 379-2204 伊勢崎市西久保町1-1361 0270-63-2233 〇

伊勢崎市 いせ 伊勢崎市民病院 小林　裕幸 372-0817 伊勢崎市連取本町12-1 0270-25-5022

伊勢崎市 いせ 伊勢崎クリニック 神澤　孝夫 372-0056 伊勢崎市喜多町59-2　ｺﾝﾌｫｰﾄﾚｼﾞﾃﾞﾝｽⅡ103 0270-61-8712

伊勢崎市 うの 宇野内科呼吸器科医院 宇野　大輔 372-0831 伊勢崎市山王町上原334-3 0270-20-5030

伊勢崎市 おか 岡本医院 岡本　栄一 372-0816 伊勢崎市上之宮町131-1 0270-25-2504 〇

伊勢崎市 かい 介護老人保健施設アルボース 三橋　美和子 372-0006 伊勢崎市太田町427-3 0270-21-2700

伊勢崎市 さと 佐藤小児科医院 佐藤　みさを 372-0006 伊勢崎市太田町1083-5 0270-24-7111

伊勢崎市 した 設楽耳鼻咽喉科医院 設楽　直也 372-0041 伊勢崎市 平和町 25-30 0270-25-0909

伊勢崎市 すわ 諏訪内科医院 諏訪　邦彦 379-2221 伊勢崎市国定町2-1835-2 0270-62-3434

伊勢崎市 せせ せせらぎ病院 安村　幹央 379-2211 伊勢崎市市場町1-1399 0270-63-6363

伊勢崎市 につ 新田眼科 新田　安紀芳 372-0812 伊勢崎市連取町2349-1 0270-26-2700

伊勢崎市 ひか ひかりクリニック 阿部　由紀子 379-2201 伊勢崎市間野谷町1114 0270-20-2525

伊勢崎市 ひか ひかりクリニック 土田　晃靖 379-2201 伊勢崎市間野谷町1114 0270-20-2525

伊勢崎市 ほう 朋友産婦人科クリニック 野村　修一 372-0012 伊勢崎市豊城町2360-2 0270-21-5080

伊勢崎市 もち 望月内科医院 望月　裕文 379-2221 伊勢崎町国定町1-1122-1 0270-63-0002

伊勢崎市 もり もりむら内科 森村　匡志 372-0812 伊勢崎市連取町364-2 0270-75-6201

伊勢崎市 やま 山田内科クリニツク 山田　俊彦 372-0048 伊勢崎市大手町24-8 0270-23-6666

伊勢崎市 やま やまぐち内科医院 山口　悦男 372-0034 伊勢崎市茂呂町2-3512-7 0270-30-3500 〇

伊勢崎市 ゆう ゆうあいクリニック 鈴木　知明 379-2214 伊勢崎市下触町757-3 0270-30-7007

伊勢崎市 りん りんごの花クリニック 武井　真大 372-0007 伊勢崎市安堀町1865-7 0270-30-3151

太田市 かわ 川田クリニック 川田　敏夫 373-0036 太田市由良町1622－11 0276-33-7755

太田市 こう 宏愛会第一病院 荒井　浩介 379-2305 太田市六千石町99-63 0277-78-1555

太田市 すず 鈴木医院 鈴木　憲一 370-0344 太田市新田早川町343 0276-56-7876

太田市 みの みのわクリニック 蓑和　章 373-0036 太田市由良町93-3 0276-40-4888

太田市 わた 綿打診療所 大舘　幹夫 370-0346 太田市新田上田中町556 0276-56-3366

太田市 わた 綿打診療所 大舘　早春 370-0346 太田市新田上田中町556 0276-56-3366

沼田市 あお 青木クリニック 青木　栄 378-0056 沼田市高橋場町2048-3 0278-24-1122

沼田市 しら 白根クリニック 髙橋　修 378-0031 沼田市薄根町3300-1 0278-24-1701 ○

沼田市 ぬま 沼田病院 岡田　寿之 378-0051 沼田市上原町1551-4 0278-23-2181

沼田市 ひら 平井皮膚科医院 平井　伸幸 378-0034 沼田市恩田町353 0278-24-4122

館林市 まり まりレディスクリニック 飯塚　真理 374-0077 館林市木戸町648 0276-76-7775

渋川市 あだ あだち整形外科 足立　智 377-0027 渋川市金井字田中770-1 0279-30-1170

渋川市 あり 有馬クリニック 神保　進 377-0005 渋川市有馬1191-3 0279-24-8818

渋川市 いぐ 井口医院 井口　千春 377-0027 渋川市金井1284-6 0279-25-1100

渋川市 いし 石北医院 石北　敏一 377-0008 渋川市渋川1592 0279-22-1378

渋川市 いし 石北医院 石北　隆 377-0008 渋川市渋川1592 0279-22-1378

渋川市 いの いのうえ耳鼻咽喉科医院 井上　貴洋 377-0005 渋川市有馬140-4 0279-30-1133

渋川市 いり 入内島内科医院 入内島　徳二 377-0004 渋川市半田545-2 0279-60-7322

渋川市 おお 大谷内科クリニック 大谷　紀夫 377-0002 渋川市中村180 0279-20-1881
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渋川市 かと 加藤整形外科医院 加藤　肇 377-0006 渋川市行幸田35-7 0279-20-1007

渋川市 かみ 神山内科医院（副院長） 神山　照秋 377-0008 渋川市渋川892-23 0279-22-2181

渋川市 かみ 神山内科医院（院長） 神山　憲王 377-0008 渋川市渋川892-23 0279-22-2181

渋川市 かわ 川島医院 川島　理 377-0014 渋川市長塚町1770 0279-22-2421

渋川市 かわ 川島内科クリニック 川島　崇 377-0014 渋川市長塚町1770－1 0279-23-2001

渋川市 けい 慶生医院 須田　澄香 377-0008 渋川市渋川1829-21 0279-22-0210

渋川市 ぐん 群馬県立小児医療センター 外松　学 377-8577 渋川市北橘町下箱田779 0279-52-3551

渋川市 さい 斎藤内科外科クリニック 斎藤　修一 377-0027 渋川市金井932-4 0279-22-1678

渋川市 しぶ 渋川中央病院 菊地　威史 377-0007 渋川市石原508-1 0279-25-1711

渋川市 しぶ 渋川医療センター 斎藤　龍生 377-0204 渋川市白井383 0279-23-3030

渋川市 しぶ 渋川医療センター 棚橋　美文 377-0280 渋川市白井383 0279-23-1010

渋川市 しぶ 渋川皮膚科医院 永井　秀之 377-0008 渋川市渋川1778－9 0279-25-1166

渋川市 たか 高野外科胃腸科医院 中山　晃枝 377-0008 渋川市渋川1934-21 0279-24-2454

渋川市 とま とまるクリニック 都丸　政彦 377-0027 渋川市金井599-1 0279-26-7711

渋川市 なか 中野医院 中野　正幸 377-0008 渋川市渋川893－33 0279-22-1219 ○

渋川市 なら 奈良内科医院 奈良　真美 377-0008 渋川市渋川2078-21 0279-25-1155

渋川市 ほく 北毛病院 橋本　真也 377-0005 渋川市有馬237-1 0279-24-1234

渋川市 ほく 北毛診療所 小林　英喜 377-0008 渋川市渋川908-22 0279-24-2818

渋川市 ぼし 母心堂平形眼科 平形　寿孝 377-0007 渋川市石原966 0279-22-0073

渋川市 ほん 本沢医院 本澤　龍生 377-0007 渋川市石原208-1 0279-23-6411 ○

渋川市 みゆ みゆきだ内科医院 吉田　敏彦 377-0006 渋川市行幸田342-9 0279-60-6070 ○

渋川市 もり 森医院 森　一世 377-0007 渋川市石原208-4 0279-23-8733

渋川市 ゆあ 湯浅内科クリニック 湯浅　圭一朗 377-0008 渋川市渋川1824-21 0279-20-1311

藤岡市 あい あいおいクリニック 髙木　智恵子 375-0024 藤岡市藤岡2113-1 0274-24-8811

藤岡市 さわ さわだ医院 澤田　富男 375-0011 藤岡市岡之郷清水685-1 0274-43-1888

藤岡市 ねぎ 根岸産婦人科小児科医院 根岸　和子 375-0015 藤岡市中栗須86 0274-24-1111

富岡市 あら 協和会　アライクリニック 新井　哲 370-2316 富岡市富岡1423 0274-62-1521

安中市 くろ くろさわ医院 水原　裕治 379-0222 安中市松井田町松井田903-1 027-393-5311

安中市 すと 須藤病院 須藤　英仁 379-0116 安中市安中3532-5 027-382-3131

安中市 みや みやぐち医院 宮口　信吾 379-0133 安中市原市3875 027-384-1126

みどり市 いわ 岩宿クリニック 星野　正道 379-2311 みどり市笠懸町阿左美1506-3 0277-46-7200 〇

みどり市 くり くりた医院 栗田　誠 379-2311 みどり市笠懸町阿左美1321-7 0277-70-7800

みどり市 けい 恵愛堂病院 東郷　庸史 376-0101 みどり市大間々町大間々504-6 0277-73-2211

みどり市 すな 須永医院 須永　吉信 376-0101 みどり市大間々町大間々922 0277-73-5811

みどり市 とう 東邦病院 佐野　潔 379-2311 みどり市笠懸町阿左美1155 0277-76-6311

みどり市 ぷら 老人保健施設プランタンおおまま 水閒　春夫 376-0102 みどり市大間々町桐原1570-498 0277-72-0202

北群馬郡 いの 井野整形外科リハビリ内科 井野　正彦 370-3604 北群馬郡吉岡町南下917-2 0279-30-5255

北群馬郡 いの リハビリホーム喜望峰 井野　教子 370-3604 北群馬郡吉岡町南下917-2 0279-30-5255

北群馬郡 おお 大井内科クリニック 大井　秀美 377-3605 北群馬郡吉岡町北下1126-1 0279-30-5575

北群馬郡 おお 大滝クリニック 大滝　章男 370-3602 北群馬郡吉岡町大久保795-3 0279-30-5800
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北群馬郡 おか 岡本内科クリニック 岡本　正司 377-3602 北群馬郡吉岡町大久保3457 0279-20-5353

北群馬郡 かな かなめ眼科クリニック 安齋　要 371-3602 吉岡町大久保2243-3 0279-20-5113

北群馬郡 くわ くわばら整形外科 桑原　純太 370-3601 北群馬郡吉岡町漆原1179 0279-25-8855

北群馬郡 さい 榛東さいとう医院 斎藤　明 370-3503 北群馬郡榛東村新井1182-2 0279-54-1055

北群馬郡 さと 佐藤医院 佐藤　則之 370-3608 北群馬郡吉岡町下野田811 0279-54-2756

北群馬郡 せき 関口医院 岡藤　孝史 370-3608 北群馬郡吉岡町下野田686-1 0279-55-5122

北群馬郡 たけ 竹内小児科 竹内　香代子 370-3602 北群馬郡吉岡町大久保3347-10 0279-30-5151

北群馬郡 たな 田中病院 田中　永 370-3603 北群馬郡吉岡町陣場98 0279-54-2106

北群馬郡 はせ 長谷川医院 長谷川　義隆 370-3602 北群馬郡吉岡町大久保1406-4 0279-30-5055 ○

北群馬郡 まつ まつい女性クリニック 松井　啓人 370-3602 北群馬郡吉岡町大久保751-4 0279-30-6510

北群馬郡 めい 明治皮膚科 新見　佳保里 370-3608 北群馬郡吉岡町下野田695-10 0279-26-3212

多野郡 まん 万場診療所 田中　雅史 370-1504 多野郡万場町大字万場44-3 0274-57-2018

利根郡 つき 月夜野病院 櫻井　明 379-1308 利根郡みなかみ町真庭316 0278-62-2011

吾妻郡 あが 吾妻さくら病院 中澤　和門 377-0423 吾妻郡中之条町伊勢町782-1 0279-75-3011

吾妻郡 くり くりはら医院 栗原　潤 377-0801 吾妻郡東吾妻町原町572-1 0279-68-0355

吾妻郡 しま しまだ医院 隝田　治 377-0423 吾妻郡中之条町伊勢町28-1 0279-76-3435

吾妻郡 はら 原町赤十字病院 竹澤　二郎 377-0882 吾妻郡東吾妻町原町698 0279-68-2711

吾妻郡 はら 原町赤十字病院 山田　昇司 377-0882 吾妻郡東吾妻町原町698 0279-68-2711

佐波郡 うつ 宇津木医院 宇津木　利雄 370-1101 佐波郡玉村町藤川198-2 0270-64-7878

佐波郡 こさ 古作クリニック玉村分院 山本　巧 370-1103 佐波郡玉村町樋越178-7 0270-50-3770

佐波郡 しせ 資生クリニック 簡　伯憲 370-1122 佐波郡玉村町上茂木470-1 0270-50-0800 〇

佐波郡 じび 耳鼻咽喉科めぐみクリニック 塚田　悦恵 370-1132 佐波郡玉村町下新田1119-6 0270-30-6200

佐波郡 だい 大門整形外科 大門　望 370-1128 佐波郡玉村町後箇253-7 0270-64-6633

佐波郡 たぐ 田口小児科医院 田口　勉 370-1133 佐波郡玉村町上新田1889 0270-65-1855

佐波郡 つの 角田病院 角田　祥之 370-1133 佐波郡玉村町上新田675-4 0270-65-7171

佐波郡 ひら ひらが脳神経外科 平賀　健司 370-1124 佐波郡玉村町角渕5067 0270-30-2121

佐波郡 へい 平成クリニック 石井　弘子 370-1133 佐波郡玉村町大字上新田1648 0270-65-8888

佐波郡 むら 整形外科 むらぞえクリニック 村添　與則 370-1124 佐波郡玉村町角渕5065-1 0270-30-6166

佐波郡 ゆの ゆのきこどもクリニック 柚木　仁 370-1105 佐波郡玉村町福島501-11 0270-64-2325

佐波郡 よこ よこて皮膚科医院 横手　隆一 370-1127 佐波郡玉村町上之手2025-6 0270-65-0345

邑楽郡 ささ 佐々木皮膚科クリニック 佐々木　聰 370-0522 邑楽郡大泉町富士2-4-20 0276-62-8881

北群馬郡

利根郡

多野郡

吾妻郡

佐波郡

邑楽郡
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県外 あお 青木病院 橋本　良明 367-0063 埼玉県本庄市下野堂1-13-27 0495-24-3005

県外 あお 青木病院 青木　隆志 367-0063 埼玉県本庄市下野堂1-13-27 0495-24-3005

県外 いい 飯塚内科・産婦人科 飯塚　明男 367-0046 埼玉県本庄市栄1-1-33 0495-24-6311

県外 おか 岡病院 岡　治道 367-0031 埼玉県本庄市北堀810 0495-24-8821

県外 けや けやきクリニック 鴨下　憲和 369-0306 埼玉県児玉郡上里町七本木5574 0495-35-3500

県外 さい 埼玉よりい病院 藤田　尚己 369-1201 埼玉県大里郡寄居町用土395 048-579-2789

県外 しみ 清水クリニック 清水　由紀夫 367-0047 埼玉県本庄市前原1-1-13 0495-22-3358

県外 しよ 昭和産婦人科 髙橋　茂雄 367-0041 埼玉県本庄市駅南1-5-23 0495-22-2025

県外 せき 関根内科外科医院 関根　武彦 367-0232 埼玉県児玉郡神川町新里221-1 0495-77-7667

県外 せん 千田医院 千田　俊哉 367-0104 埼玉県児玉郡美里町根木107-1 0495-76-0041

県外 たど 田所医院 田所　克己 367-0042 埼玉県本庄市けや木1-8-2 0495-22-3445

県外 ほん 本庄早稲田クリニック 荻野　隆史 367-0030 埼玉県本庄市早稲田の杜3-14-5 0495-71-8707

県外 ほん 本庄駅前病院 堀川　明 367-0041 埼玉県本庄市駅南1-2-32 0495-22-2163

県外 まつ 松澤医院 松澤　国彦 367-0041 埼玉県本庄市駅南1-13-6 0495-22-2282

県外


