
1 館林市邑楽郡 医療法人　かがやき 後藤クリニック 後藤　與四之 外科・内科・胃腸科 0276-70-2233 0276-70-2211 http://www.kagayaki.or.jp

2 館林市邑楽郡 まりレディスクリニック 飯塚　真理 婦人科・内科 0276-76-7775 0276-76-7773 http://www.mari-lc.gr.jp/

4 太田 土屋クリニック 土屋　清隆 泌尿器科・内科・皮膚科　透析有り 0276-33-7250 0276-33-7252

5 太田 飯塚医院 佐藤　喜和 内科・小児科・アレルギー科 0276-56-1040 0276-56-1041

6 太田 深川クリニック 深川　博淳 内科・消化器科・小児科 0276-45-0133 0276-45-0112 http://www.fukagawa-clinic.jp/

7 太田 医療法人　光復会 おぎわら眼科 荻原　博実 眼科 0276-57-1110 0276-57-1291

8 太田 成田医院 成田　忠雄 内科・外科 0276-22-2096 0276-22-1657

9 太田 小林胃腸科医院 小林　寛 胃腸科 0276-45-9080 0276-45-9471

10 太田 松本医院 松本　茂 産科・婦人科 0276-46-8707 0276-46-8039

11 太田 宝診療所 高木　泰子 小児科　（内科もOK） 0276-31-8200 0276-31-8686

14 太田 伊藤内科小児科クリニック 伊藤　眞一 内科・小児科・胃腸科・放射線科 0276-46-3311 0276-48-7887

15 太田 浜町耳鼻咽喉科医院 福島　淑子 耳鼻咽喉科 0276-46-2821 0276-46-9733

17 太田 たから女性クリニック 塚越　俊夫 婦人科・内科 0276-32-2159 0276-32-2159 http://www.geocities.jp/takara_lc/

18 太田 小林クリニック 小林　信一 内科・循環器科 0276-60-7560 0276-60-7566 http://www012.upp.so-net.ne.jp/home-kobayashi/index.html

19 太田 佐藤耳鼻咽喉科医院 佐藤　良寛 耳鼻咽喉科 0276-48-4526 0276-48-4378

20 太田 医療法人社団　心誠会 太田中央眼科 杉山　正和 眼科 0276-31-6226 0276-33-7336

21 太田 野口皮膚科医院 野口　幹正 皮膚科・形成外科・小児科 0276-60-1211 0276-60-1268 http://noguchi.867.jp/

22 太田 坂本胃腸科医院 坂本　孝作 胃腸科・内科・外科・皮膚科・大腸肛門科 0277-40-4111 0277-40-4110

23 太田 ふくだ耳鼻咽喉科クリニック　 福田　洋一郎 耳鼻咽喉科 0276-60-3130 0276-48-8732 http://www.fukuda-ent.com

24 太田 田口医院 田口　修之 皮膚科・泌尿器科 0276-46-1384 0276-46-1484

25 太田 太田西部診療所 矢島　通夫 内科 0276-32-0301 0276-31-2552

26 太田 和賀クリニック 和賀　一雄 内科・小児科・眼科 0277-20-4370 0277-20-4371 http://www17.plala.or.jp/wagaclinic/

27 太田 医療法人　昭庸会 平原内科・消化器科 平原　睦庸
内科・消化器内科・糖尿病内科・漢方内科・
肝臓内科・内視鏡内科・小児科

0276-45-3891 0276-45-3892 http://hiraharaclinic.web.fc2.com/

28 太田 山口医院 山口　進久 産婦人科・内科・小児科 0276-45-8818 0276-48-6046 http://www.page.sannet.ne.jp/nobukyu/

29 太田 医療法人　みのわクリニック 蓑和　章 内科・脳外科・小児科 0276-40-4888 0276-40-4889

30 太田 休診中(2019/4/1現在) 永田医院 永田　清 内科・小児科・放射線科 0276-57-1034 0276-57-1035

31 太田 くつなクリニック 朽名　靖 0276-60-4475 0276-60-4474

32 太田 関口医院 関口　利和 内科・消化器科・小児科 0276-38-0358 0276-38-0412

33 太田 杉田内科医院 杉田　安生 内科 0276-37-7338 0276-37-7338

34 太田 山田クリニック 山田　修司 内科・外科・消化器内科・肛門外科 0276-40-2121 0276-25-5600 http://www012.upp.so-net.ne.jp/yamadaclinic/

35 太田 医療法人 うがじんクリニック　 宇賀神　一名 内科・小児科・消化器科 0276-40-1414 0276-45-4041

36 太田 川田クリニック　 川田　敏夫 内科・皮膚科・泌尿器科 0276-33-7755 0276-32-5022 http://www.citydo.com/prf/gunma/guide/sg/215000916.html

37 太田 荒木医院 清水　幸夫 皮膚科・内科・小児科 0276-57-2722 0276-57-1992

38 太田 尾島クリニック 矢島　靖巳 内科・外科・胃腸科 0276-40-7171 0276-40-7272 http://www.citydo.com/prf/gunma/guide/sg/220001663.html

39 太田 伊藤産婦人科 伊藤　英一 産婦人科 0276-45-2330 0276-48-1086 http://www.ito-ogc.jp

40 館林市邑楽郡 富士クリニック　ペインクリニック 増尾　富士雄 麻酔科・内科・循環器科・リハビリテーション科 0276-20-1971 0276-20-1972 http://www.doctors-search.com/c-g_oizumi/fujiclinic/

http://www.myclinic.ne.jp/yokota_icn/pc/内科・消化器内科 0276-72-4970  0276-72-497141 館林市邑楽郡 医療法人 横田胃腸科内科 横田　善次

0276-25-0378 0276-25-7053小島　章 内科・糖尿病外来16 太田 小島医院

内科・呼吸器内科・アレルギー科・内分泌内科 0276-46-1850 0276-46-1850新井診療所 木暮　勇人13 太田

整形外科・リウマチ科・リハビリテーション科 0276-45-0511 0276-45-051212 太田

耳鼻咽喉科・形成外科 0276-45-6450 0276-48-5395耳鼻咽喉科　みなみ医院
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43 館林市邑楽郡 医療法人　順守会 千代田医院 高橋　稔 内科・胃腸科・外科・肛門科 0276-86-6080 0276-86-6070

44 桐生 永田医院 永田　徹 内科・外科・小児科 0277-22-5122 0277-22-5121

45 館林市邑楽郡 神尾内科医院 神尾　進之 内科・呼吸器科・循環器科・胃腸科・小児科 0276-75-1288 0276-75-1289 http://www5b.biglobe.ne.jp/~kamio/

46 館林市邑楽郡 小林内科医院 小林　紀夫 内科 0276-88-8278 0276-88-8275

48 館林市邑楽郡 土井レディスクリニック 土井　正樹 産科・婦人科・内科 0276-72-8841 0276-72-6288 http://www.doi-ladies.com/

50 館林市邑楽郡 堀井乳腺外科クリニック 堀井　吉雄 乳腺外科・内分泌外科 0276-55-2100 0276-55-2111 http://www.horii-bc.jp

52 桐生 小島内科医院 小島　明 内科 0277-44-8919 0277-44-1137

53 館林市邑楽郡 黛泌尿器科内科医院 中野　勝也 泌尿器科・内科 0276-63-7800 0276-62-9288

54 太田 渡辺クリニック 渡邉　直文 脳神経外科・内科・小児科 0276-40-1811 0276-40-1812

55 太田 医療法人 大沢医院 大沢　和四 内科・小児科 0276-56-7369 0276-56-7369

56 太田 服部・えびすさまクリニック 服部　公彦 内科・神経内科・消化器内科・小児科 0276-55-3111 0276-55-3112 http://www.absu.jp

57 太田 あさひクリニック 坪内　平吉 小児科・内科 0277-78-7575 0277-78-5360

58 館林市邑楽郡 たなか医院 田中　亨(理事長) 内科・循環器科 0276-62-2881 0276-62-7428

59 館林市邑楽郡 井上医院 井上　浩 内科・胃腸科・外科・産科・婦人科 0276-88-6300 0276-88-6327

60 太田 星野内科胃腸科医院 星野　林次郎 内科・胃腸科 0276-48-5525 0276-48-1323

62 熊谷 医療法人　健証会 あいざわクリニック 会沢　健一郎 胃腸科 048-520-1730 048-520-1732 http://www.eva.hi-ho.ne.jp/aizawa/

63 熊谷 飯田医院 飯田　宏 耳鼻咽喉科 048-525-1433 048-525-1433

64 熊谷 五十嵐医院 五十嵐　宏 泌尿器科・内科・外科 048-522-6423 048-522-6433 http://www.igarashi-iin.jp/pc/index.html

67 熊谷 石丸安世記念　熊谷ディアベテスクリニック 石丸　安明 内科・皮膚科 048-532-6711 048-530-1555

68 熊谷 医療法人 いのクリニック 井埜　利博 小児科・内科・循環器科・外科・胃腸科 048-528-8300 048-526-3900 http://www003.upp.so-net.ne.jp/ino/

69 熊谷 医療法人　愛信会 内田クリニック 内田　信之 内科・消化器科・小児科 048-588-7605 048-588-1833

70 熊谷 医療法人　アスクレピオス えのもとクリニック 榎本　信哉 小児科・小児外科・内科 048-528-5555 048-528-5550

71 熊谷 医療法人　麻葉会 明戸大塚医院 大塚　貴博 内科・胃腸科・小児科 048-577-8878 048-532-3089 http://www.kumagaya.or.jp/~otsukahp

72 熊谷 岡田医院 岡田　孝 胃腸科・外科・肛門科・内科 048-533-4666 048-533-4666

73 熊谷 荻野耳鼻咽喉科医院 荻野　智 耳鼻咽喉科 048-521-0357 048-521-0357 http://homepage3.nifty.com/mimihananodo/index.html

74 熊谷 医療法人　平成会 荻原外科胃腸科医院 荻原　博 外科・整形外科・内科・胃腸科 048-588-6311 048-588-5698

75 熊谷 医療法人 奥野皮膚科 奥野　哲朗 皮膚科 048-521-2187 048-521-2148 http://www.okuno-hihuka.com

76 熊谷 鯨井クリニック 鯨井　昇 内科・循環器科 048-533-1955 048-532-6399

77 熊谷 熊谷ペインクリニック 堀口　勇 麻酔科 048-501-1266 048-501-1265 http://www.myclinic.ne.jp/kumagayapain/pc/index.html

78 熊谷 医療法人　メデイチ会 酒巻クリニック 酒巻　治彦 耳鼻咽喉科・整形外科・リハビリテーション科 048-527-1200 048-522-2022 http://www.nmc.ne.jp/hp1/medic

79 熊谷 しぶや医院 渋谷　友幸 小児科・内科 048-522-7022 048-522-8351 http://shibuya-clinic.info/

80 熊谷 清水内科 清水　智江 内科・循環器科・小児科・皮膚科 048-526-1530 048-526-1805 http://www.shimizunaika.com/

81 熊谷 鈴木医院 鈴木　誠 内科・消化器科・小児科 048-588-0112 048-588-1449

82 熊谷 鈴木胃腸医院 鈴木　忠雄 消化器科・内科・胃腸科 048-521-0702 048-526-3472

83 熊谷 医療法人　秀峯会 すみや医院 角谷　秀典 泌尿器科・外科・胃腸科・皮膚科 048-533-8890 048-533-8897 http://www.sumiya-clinic.com

84 熊谷 高津江南クリニック 高津　出 内科・外科・小児科 048-539-0500 048-539-0501 http://www.citydo.com/prf/saitama/guide/sg/260000910.html

048-521-0089 048-521-0088石川　めぐみ 内科・小児科・神経科・精神科66 熊谷 医療法人 石川医院

内科・眼科・小児科・循環器科 048-520-2900 048-520-290265 熊谷 医療法人　杏樹会 池田内科眼科クリニック 池田　基昭

http://www.onoiin.com0284-22-3730 0284-42-2611小野　和則 内科・消化器科61 足利 小野内科消化器科医院

http://www.shiojima-clinic.com
胃腸・大腸内視鏡内科、がん乳腺放射線診断科、女性内

科、外科、内科
0270-20-3616 0270-31-261651 伊勢崎佐波 医療法人　七省会 しおじまクリニック 塩島　正之

http://www.med-manaka.org産科・婦人科・内科・小児科 0276-72-1630 0276-73-633249 館林市邑楽郡 医療法人社団 真中医院 真中　千明

0276-84-3137 0276-84-3138竹越　亨 内科・小児科47 館林市邑楽郡 竹越医院

http://www.n2tc.jp/pc/内科・外科・消化器科・肛門科 0276-25-5556 0276-22-5110登田医院 登田　尚敬42 太田
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85 熊谷 医療法人 丹羽クリニック 丹羽　有一 内科・消化器科 048-536-3800 048-536-7135 http://niwa-clinic.iwebhp.com/

86 熊谷 千島内科クリニック 千島　丈一 内科・消化器科・アレルギー科・小児科 048-530-6446 048-530-6448

87 熊谷 中島クリニック 中島　登 泌尿器科・内科・小児科・皮膚科・アレルギー科 048-567-2070 048-567-2090

88 熊谷 医療法人　はなかご会 中島耳鼻咽喉科 中島　正臣 耳鼻咽喉科・気管食道科 048-532-1533 048-532-1533

89 熊谷 医療法人 長又医院 長又　則之 内科・胃腸科・小児科 048-521-4565 048-524-9719

90 熊谷 西田医院 西田　篤 泌尿器科・内科・外科・皮膚科 048-525-3345 048-525-3345

91 熊谷 西田クリニック 西田　伸 外科・整形外科・脳神経外科・内科 048-525-2100 048-526-0552 http://homepage1.nifty.com/SHIN/

92 熊谷 医療法人　社団　啓孝会 ねごろクリニック 根来　孝 内科・消化器科・小児科 048-522-0038 048-522-0047

93 熊谷 野口医院 安井　栄一郎 内科・小児科・外科・胃腸科 048-521-1112 048-521-1112

94 熊谷 原口外科医院 原口　亨 外科・内科 048-588-1394 048-588-1469

95 熊谷 医療法人 平田クリニック 平田　善康 内科・小児科・胃腸科・循環器科・産科・婦人科 048-526-1171 048-520-1550 http://www.hirata-clinic.com

96 熊谷 吹田脳外科医院 吹田　明裕 脳神経外科・神経内科・内科・外科 048-599-3655 048-599-3656

97 熊谷 松本医院 松本　圭二 内科・小児科・リウマチ科 048-536-7775 048-536-5322 http://www.myclinic.ne.jp/matsuiin/pc/index.html

98 熊谷 三輪医院 三輪　武司 内科・整形外科 048-521-0773 048-521-5815

99 熊谷 村上クリニック 村上　一彦 内科・胃腸科・循環器科 048-533-2691 048-532-1312

100 熊谷 メディカルプラザ熊谷 佐藤　祐一 内科・循環器科・心療内科・神経科・精神科 048-523-7699 048-523-7166

101 熊谷 めぬま整形外科 井上　哲夫
整形外科・リハビリテーション科・リウマチ科
・皮膚科

048-567-1170 048-567-1171

102 熊谷 医療法人　山崎会 山崎外科胃腸科 山崎　慎太郎 外科・胃腸科・内科・循環器科 048-521-0105 048-525-8759

103 熊谷 ゆうあい内科・脳神経クリニック 金　三雄 脳神経外科・内科・神経内科 048-522-8880 048-522-0188 http://www.youai-clinic.com

104 熊谷 レディース・クリニック公園通り 金子　重信 婦人科・内科 048-599-2001 048-599-2002

105 館林市邑楽郡 かさはら内科医院 笠原　隆行 内科・糖尿病内科 0276-55-2537 0276-55-2538

106 館林市邑楽郡 川島脳神経外科医院 川島　康宏 脳神経外科 0276-75-5511 0276-75-5555

107 館林市邑楽郡 医療法人 真医会 ましも内科・胃腸科 真下 利幸 胃腸科内科・呼吸器内科・循環器内科 0276-62-2025 0276-62-7730

108 太田 山口外科医院 山口　英見 外科・内科 0276-31-3561 0276-31-3540

109 熊谷 あべ泌尿器科 阿部　拓 泌尿器科 048-599-0221 048-599-0231 http://www.kanja.jp/clinic/017725.html

110 高崎 ふるしま医院 古島　吉之 内科・小児科・脳外科・外科 027-360-8100 027-360-8099 http://www.myclinic.ne.jp/furushima/pc/

111 太田 春日医院 堀口　慶数 内科・アレルギー科 0276-22-2257 0276-22-1691

112 太田 山岸内科医院 山岸　隆文 内科 0276-45-1580 0276-50-1587

113 太田 こばやし小児科内科医院 小林　道生 内科・小児科 0276-26-1000 0276-26-0383

115 前橋 マンモプラス　竹尾クリニック 竹尾　健 内科・外科・乳腺外科・甲状腺外来 027-220-1577 027-220-1578 http://www.takeoclinic.jp

116 伊勢崎佐波 医療法人　美琴会 たまむら中央クリニック 草別　智行
外科・内科・小児科・消化器科・皮膚科
・リハビリテーション

0270-64-6880 0270-64-6880 http://www.tamamura-chuoh.jp/

117 熊谷 医療法人　杏友会 さいとう小児科医院 齋藤　洪太 小児科 048-532-6891 048-532-6892

118 太田 小暮整形外科 小暮　均 整形外科・リハビリテーション科・リウマチ科 0276-55-3017 0276-55-3018 http://website.infomity.net/c8440000053/

119 熊谷 よしおか内科こどもクリニック 吉岡　久
内科・小児科・消化器科・胃腸科・アレルギー科
・放射線科

048-501-1135 048-501-1174

120 太田 医療法人　有坂会 有坂医院 有坂　拓
内科・呼吸器科・消化器科・胃腸科・循環器科・アレル

ギー科・小児科・神経内科・皮膚科・放射線科
0276-45-3681 0276-46-3030

121 桐生 北川内科クリニック 北川　泰久 内科・消化器内科 0277-44-7706 0277-46-5620 http://www.citydo.com/prf/gunma/guide/sg/220001455.html

122 太田 医療法人 石川皮膚泌尿器科 石川　博義 泌尿器科・皮膚科・内科 0276-25-5966 0276-22-3117

123 高崎 医療法人　慶心会 ソフィアクリニック 岡崎　宇宏 内科・心療内科・婦人科・消化器科 027-352-8181 027-386-8777 

124 桐生 くりた医院 栗田　誠 泌尿器科・内科・心療内科 0277-70-7800 0277-70-7801

125 熊谷 医療法人 くぼじまクリニック 大島　譲二 内科 048-533-7511 048-533-4606 http://www.kubojima.com

126 足利 なかたクリニック 中田　誠司 泌尿器科・内科・皮膚科 0284-73-6760 0284-73-6761 http://www.nakata-cl.com/

127 深谷市大里郡 内田ハートクリニック 内田　理 内科・循環器科 048-574-0040 048-574-0019 http://www.uchida-h-c.com

128 深谷市大里郡 医療法人 台坂クリニック 藤村　敬 泌尿器科 048-573-1226 048-574-8877

129 深谷市大里郡 松村泌尿器科医院 松村　勉 泌尿器科 048-351-5502 048-572-1121 http://urology.web.fc2.com/

130 館林市邑楽郡 医療法人社団広仁会 須田和夫記念クリニック 長尾　健治 内科・小児科・泌尿器科・皮膚科 0276-72-0862 0276-75-8271

131 熊谷 中条クリニック 横路　謙次郎 内科・小児科・皮膚科 048-525-3994 048-527-6672

132 深谷市大里郡 上野台クリニック 大澤　勲 内科・小児科・神経内科 048-575-0020 048-575-0021 
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133 館林市邑楽郡 ミツワ診療所 江森　寿夫
内科・循環器科・リウマチ科・消化器内科
・呼吸器内科・神経内科・皮膚科・小児科・アレルギー科

0276-70-3030 0276-70-3031 https://www.mituwaclinic.jp/

134 深谷市大里郡 すずきクリニック 鈴木　裕之 内科・消化器内科・外科 048-580-6682 048-580-6683 susan.98780@kcd.biglobe.ne.jp

135 深谷市大里郡 柳田医院 柳田　幸男 内科・循環器科・小児科 048‐585‐2381 048-585‐5860

136 深谷市大里郡 こくさいじクリニック 山下　純男 外科・内科・血液透析 048-551-2525 048-551-2526 kokusaiji-clinich@bz04.plala.or.jp

137 伊勢崎佐波 医療法人 一灯会 新生産婦人科医院 名古　純一 産科、婦人科、小児科 0270-23-1333 0270-23-1604

138 伊勢崎佐波 田島医院 田島　充 内科・外科・整形外科・消化器内科・肛門科・皮膚科 0270-74-0068 0270-74-5506

139 伊勢崎佐波 山田内科クリニック 山田　俊彦 内科、消化器科、呼吸器科、循環器科、小児科 0270-23-6666 http://website2.infomity.net/8440000021/

140 伊勢崎佐波 宇津木医院 宇津木　利雄 産婦人科、内科、小児科 0270-64-7878 0270-64-8577

141 伊勢崎佐波 設楽耳鼻咽喉科医院 設楽　直也  耳鼻咽喉科 0270-25-0909 0270-61-7909

142 伊勢崎佐波 資生クリニック 簡　伯憲 内科、循環器内科、糖尿病内科、漢方内科 0270-50-0800 0270-50-0200

143 太田 医療法人 秀クリニック 坂本　泰秀 内科、循環器科 0276-38-1137 0276-38-1147 http://syu-cl.byoinnavi.jp/

144 太田 いいじま呼吸器科内科クリニック 飯島　正之 内科、呼吸器科、アレルギー科 0276-49-1121 0276-49-1174

145 伊勢崎佐波 医療法人 阿美産婦人科医院 阿美　邦栄  産婦人科 0270-23-3541 0270-22-0755

146 太田 たきざわ医院 滝沢　敬子 循環器科、内科、小児科 0276-55-1010 0276-55-1011 http://www.takizawa-clinique.com/

147 伊勢崎佐波 医療法人笛木会 笛木外科胃腸科 笛木　和彦 0270-62-5678 0270-20-2162

148 太田 医療法人社団岩﨑会 岩﨑医院 岩﨑　卓爾 産婦人科 0276-45-5818 0276-45-8018

149 太田 鈴木医院 鈴木　憲一 内科、消化器科、胃腸科、循環器科、小児科 0276-56-7876

150 伊勢崎佐波 安堀太田町クリニック 大木　茂
内科、外科、消化器内科、循環器内科、皮膚科、
整形外科

0270-75-2911 0270-75-2912 http://www.ao-clinic.jp

151 伊勢崎佐波 医療法人　あかつき あかつきウィメンズクリニック 木村　直美 産科、婦人科 0270-21-7000 0270-21-7004 http://akatsukiwomens.com/

152 伊勢崎佐波 やまぐち内科医院 山口　悦男 内科、循環器内科、小児科 0270-30-3500 0270-24-8066 http://www.yamaguchi-naika.info/

153 太田 伊藤内科小児科クリニック 伊藤　真一 内科、胃腸科、小児科、放射線科 0276-46-3311 0276-48-7887 http://ito-ns.com

154 伊勢崎佐波 医療法人　純生会 都丸内科クリニック 都丸　浩一 内科、循環器科、小児科 0270-75-1270 0270-75-1271

155 太田 和賀クリニック 和賀　一雄 内科、眼科(午前のみ)、小児科、アレルギー科 0277-20-4370 0277-20-4371 http://www17.plala.or.jp/wag

156 太田 太田南クリニック 村岡　正人 一般内科、消化器内科、外科、肛門科、乳腺科 0276-57-8927 0276-57-8928 https://otaminami.byoinnavi.jp/

157 伊勢崎佐波 片貝クリニック 片貝　堅志 内科、消化器科、呼吸器科、循環器科 0270-61-9111 0270-61-9112

158 足利 こんのクリニック 今野　健一郎 内科、外科、泌尿器科、リウマチ科 0284-73-0860 0284-22-8782 https://www.konnoclinic.com

159 足利 医療法人　社団生命の泉 山浦内科医院 山浦　正 内科／小児科／皮膚科 0284-21-6653 0284-21-6630

160 足利 医療法人 橙萌会 かめいクリニック 亀井　秀策 内科、消化器内科（内視鏡）、大腸肛門外科、外科 0284-70-6607 0284-70-6262 www.kameiclinic.com

161 足利 医療法人　真誠会 亀山産婦人科医院 亀山　敏彦 産婦人科 0284-43-0333 0284-43-0556

162 足利 医療法人　千歳会 冨田内科医院 冨田　豊 内科、小児科 0284-41-5405 0284-42-0312 http://tomitanaika.dcsv.jp/

163 足利 医療法人 きねぶちクリニック 杵渕　修 内科・循環器科・消化器科 0284-42-8200 0284-44-1740

164 太田 医療法人　あい友会 あい太田クリニック 野末　睦 内科、外科 0276-52-8857 0276-52-8765 www.aioota.org

165 佐野 丸山レディースクリニック 丸山　正次 産科、婦人科、内科、産婦人科 0283-22-0022 0283-22-8558

166 足利 医療法人　櫻会 中谷医院 中谷　研一 内科／循環器科／神経内科／心療内科／消化器内科 0284-41-3591 0284-41-3886

167 桐生 かわうち内科クリニック 田口　亮 内科 / 糖尿病内科 0277-65-6500 0277-65-6502

168 佐野 医療法人　ヤマト医院 ヤマト医院 斎藤　一夫 0283-24-6188 0283-24-6188

169 太田 こばやし小児科内科医院 小林　道雄 小児科、内科 0276-26-1000 0276-26-0383 www.kobamic.jp

170 佐野 くまいクリニック 熊井　園子 内科、小児科 0283-62-0014 0283-62-7102

171 太田 太田ハートクリニック 久保田　修平 内科、循環器内科 0276-57-6181 0276-57-6182 http//www17.plala.or.jp/otaheartclinic/

172 佐野 佐野市国民健康保険野上診療所 金谷　富夫 内科 0283-67-1210 0283-67-1210

173 佐野 医療法人　泉心会 坪水医院 坪水　敏夫 内科、小児科 0283-62-0265 0283-62-7103

174 佐野 佐野市国民健康保険飛駒診療所 森田　隆介  内科 0283-66-2013 0283-66-2013

175 佐野 佐野市国民健康保険常盤診療所 石塚　毅彦 内科・禁煙外来 0283-85-3009 0283-85-3081

176 館林市邑楽郡 三浦医院 松本　恵理子 内科、外科、麻酔科 0276-62-2917 0276-62-2917

177 館林市邑楽郡 医療法人社団 真中医院 真中　千明 内科、小児科、産科、婦人科 0276-72-1630 0276-72-6332 http://www.med-manaka.org/ 

178 館林市邑楽郡 医療法人　新仁会 澤田皮膚外科 澤田　実 皮膚科、形成外科、内科、アレルギー科 0276-70-7703 0276-71-0118

179 桐生 宮原内科医院 宮原　茂子 0277-52-7066 0277-52-8330

180 桐生 医療法人　慈峰会 きたむらクリニック 北村　朋之 内科 / 小児科 / 泌尿器科 0277-30-7577 0277-30-7566

181 深谷市大里郡 はしもとクリニック 橋本　信次 内科、外科、消化器内科、血液内科 048-551-8410 048-551-8411 https://www.hsmt-clinic.com

182 館林市邑楽郡 医療法人 最上胃腸科外科 最上　建治 胃腸科、肛門科、内科 0276-74-3763 0276-74-3955
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183 館林市邑楽郡 医療法人社団　尽徳会 県西在宅クリニック　舘林 竹井　孝文 内科心療内科精神科 0276-55-3318 0276-55-3368 www.jintoku.net

184 館林市邑楽郡 菅沼医院 菅沼　孝夫 内科、アレルギー科、小児科 0276-72-9090 0276-72-9200

185 桐生 権守内科医院 権守　日出海 内科 0277-43-7757 0277-43-8273

186 太田 鳥山医院 高間　倫子 心療内科、乳腺外科 0276-55-3175 0276-55-3175

187 佐野 医療法人　康仁会岡医院 岡産婦人科医院 関口　直子 産婦人科 0283-23-9118 0283-23-9124 oka-clinic@feel.ocn.ne.jp

188 館林市邑楽郡 医療法人　三世会 加藤医院 佐藤　泰史 内科、外科、乳腺外科 0276-89-1031 0276-89-1606

189 桐生 小保方医院 奥野　樹世 内科 / 小児科 / 皮膚科 / 禁煙外来 0277-72-2505 0277-72-2088

190 桐生 クリニック樹 奥野　薫 内科 / 呼吸器科 / 小児科 / 泌尿器科 / 消化器科 / 皮膚科 / 胃腸科0277-30-8808

191 桐生 三丸医院 三丸　修 内科 / 小児科 / 禁煙外来 0277-22-3419 0277-22-3428

192 佐野 関谷内科胃腸科医院 関谷　守行 内科、胃腸科 0283-20-1666 0283-20-1667

193 伊勢崎佐波 医療法人　あづま会 大井戸診療所 大澤　誠 内科・精神科・心療内科 0270-62-3333 0270-63-2412 www.ooido.net

194 佐野 匠レディースクリニック 中野　貴史 産婦人科 0283-21-0003 0283-21-8977 http://www.takumi-lc.com/

195 足利 医療法人　慈風会 関内科医院 関　隆朗 内科、神経内科、循環器科  0284-44-0880 0284-44-1217

196 行田 医療法人社団　俊英会 根本医院 根本　和雄 内科、小児科 048-555-1261 048-555-2561

197 本庄 昭和産婦人科 髙橋 茂雄 内科、小児科、産科、婦人科 0495-22-2025 0495-24-8722

198 本庄 山田内科医院 山田 伸夫 内科・消化器科・循環器科・呼吸器科・アレルギー科 0495-24-0108

199 本庄 松本産婦人科医院 松本　直樹 婦人科・産科・女性内科 0495-24-3377 0495-24-5931 http://matsumotoc.org

200 本庄 吉田医院 吉田 昌爾 内科・小児科 0495-77-2015 0495-77-2106

201 桐生 菊地医院 菊地　雅子 内科・呼吸器科・循環器科・消化器科 0277-45-2883 0277-44-1138

202 行田 医療法人　基信会 池畑クリニック 池畑　信正 婦人科・内科 048-556-2295 048-556-2249 http://ikehata.byoinnavi.jp/pc/

203 伊勢崎佐波 医療法人　望真会 古作クリニック 古作　望 泌尿器科・内科・外科 ０２７０－２５－３０００ 0270-25-3001


