
1 太田 医療法人　宏愛会 宏愛会第一病院 群馬県太田市六千石町９９－６３ 荒井　浩介 外科・消化器科・内科・整形外科・泌尿器科・リハビリテーション科 0277-78-1555 0277-78-1570 http://koaikai.jp

5 太田 医療法人　社団松嶺会 冨士ヶ丘病院 群馬県太田市熊野町３８－８１ 澁澤　憲 内科・麻酔科・リハビリテーション科 0276-22-1281 0276-22-1281 http://www.fujigaoka-hosp.jp/

6 太田 SUBARU健康保険組合 太田記念病院 群馬県太田市八幡町２９－５ 難波　貞夫

内科 / 消化器内科 / 呼吸器内科 / 内分泌内科 / 循環器内科 / 脳神経内科 / 心療

内科 / 腎臓内科 / 泌尿器科 / 産婦人科 /  小児外科 / 外科 / 乳腺外科 / 呼吸器外

科 / 血管外科 / 心臓血管外科 / 脳神経外科 / 整形外科 / 形成外科 / 腎臓外科· 小
児科 · 皮膚科 · 眼科 · 耳鼻咽喉科 · 救急科 · リハビリテーション科 · 麻酔科

（ペインクリニック） · 放射線科 · 病理診断科 · 歯科口腔外科

0276-22-6631 http://www.ota-hosp.or.jp/

7 熊谷 医療法人　啓清会 関東脳神経外科病院 埼玉県熊谷市代１１２０ 清水　暢裕 脳神経外科 048-521-3133 048-524-6190 http://www.kantounouge.com/

8 館林邑楽 医療法人　海宝会 海宝病院 群馬県館林市堀工町１２６９ 海宝　雄人
外科・消化器外科・内科･消化器内科・胃腸科・肛門外科・呼吸器内科・アレ

ルギー科・リウマチ科
0276-74-0811 0276-75-4682 http://kaihou-hp.jp/

佐藤　光重

佐藤　茂

15 熊谷
埼玉県厚生農業協同

組合連合会
熊谷総合病院 埼玉県熊谷市中西４丁目５－１ 五月女　直樹

内科,呼吸器科内科,呼吸器内科,外科,整形外科,形成外科,脳神経外科,小児科,皮
膚科,泌尿器科,産婦人科,眼科,耳鼻咽喉科,リハビリテーション,放射線科,麻酔

科,循環器内科,消化器内科
048-525-5081 048-525-7630

診療科 電話番号 FAX番号No 所属医師会 法人名 医療機関名 所在地 ホームページURL

2 太田 医療法人　頴原会 東毛敬愛病院 群馬県太田市上小林町２３０－１ 頴原　寛 内科・外科・形成外科・整形外科・消化器科・泌尿器科・麻酔科・脳神経外科 0276-26-1793

院長名

0276-22-4682

0276-25-4677

3 太田 医療法人　島門会 本島総合病院 群馬県太田市西本町３－８

群馬県太田市高林東町１８００ 堀江　健司
内科・循環器科 / 総合診療科 / 外科 / 消化器科 / 整形外科 / 脳神経外科 / 腎
臓内科 / 糖尿病外来 / ペイン外来 / 神経内科 / 精神科 / 皮膚科 / 乳腺外来 /
肝臓外来 / リハビリテーション科 /

0276-38-1215

本島　悌司

内科・神経内科・呼吸器科・循環器科・肝臓内科・血液内科・内分泌（甲状

腺・糖尿病）内科・小児科・放射線科・消化器科・外科（乳腺科）・整形外

科・形成外科・脳神経外科・泌尿器科・皮膚科・眼科・耳鼻咽喉科・婦人

科・歯科口腔外科・リハビリテーション科・麻酔科

0276-22-7131

9 館林邑楽 医療法人　六花会 館林記念病院 群馬県館林市台宿町７－１８

http://www.motojima.jp/

4 太田 医療法人　三省会 堀江病院

堀越　裕一
内科・消化器科・整形外科・精神科・皮膚科・外科・眼科・リハビリテー

ション科・呼吸器科・循環器科
0276-72-3155 0276-74-1368

0276-38-3095 http://www.horie.or.jp/

山崎　哲資

http://www.rikkakai.jp/Tatebayshi/

10 熊谷 医療法人社団  紘智会 籠原病院 埼玉県熊谷市美土里町３－１３６

一般内科・循環器内科（心血管内科）・糖尿病・代謝・内分泌内科・呼吸器

内科・アレルギー（喘息）内科・心療内科・一般外科・消化器外科・整形外

科・甲状腺外科・脳神経外科・泌尿器科
048-532-6717 048-530-3521

外科　内科　整形外科　皮膚科　泌尿器科　循環器科　脳神経外科　麻酔科 048-521-4115 048-525-8377 http://kagohara-hospital.net/

http://www.kumagayageka.or.jp

11 熊谷 特定医療法人　同愛会 熊谷外科病院 埼玉県熊谷市佐谷田３８１１－１

 外科・内科・整形外科・泌尿器科（血管外来・心臓外科外来） 048-521-0321 048-521-459512 熊谷 社会福祉法人　埼玉慈恵会 埼玉慈恵病院 埼玉県熊谷市石原３－２０８ http://www.jikei.or.jp/

13 熊谷 医療法人　藤和会 藤間病院 埼玉県熊谷市末広２－１３７ 清水　謙

リウマチ科、リハビリテーション科、乳腺外科、代謝内科、内科、外科、循

環器科、放射線科、整形外科、泌尿器科、消化器内科、消化器外科、産婦人

科
048-522-0600

久保　寿朗

048-525-8692 http://www.ksky.ne.jp/~tomaadmi/

14 伊勢崎 医療法人　鶴谷会 鶴谷病院 群馬県伊勢崎市境百々４２１ 鶴谷　英樹

内科、外科、整形外科、耳鼻咽喉科、眼科、歯科、
呼吸器内科、循環器内科、消化器外科、内視鏡外科、
乳腺外科、神経内科、肛門外科、リハビリテーション科、脳外科、消化器内科、血液
内科

0270-74-0670

内科、精神科、循環器科、小児科、外科、整形外科、形成外科、脳神経外

科、呼吸器外科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、麻酔

科、リハビリテーション科、放射線科、歯科、歯科口腔外科
0276-72-3140 0276-72-5445

0270-74-3775 http://www.tsurugaya.or.jp/

16 館林邑楽 邑楽館林医療事務組合 公立館林厚生病院 群馬県館林市成島町２６２－１ http://www.tatebayashikoseibyoin.jp/

17 前橋 群馬県立心臓血管センター 群馬県前橋市亀泉町甲3の12 内藤　滋人 循環器内科・心臓血管外科・外科・整形外科・放射線科 027-269-7455

新井　昌史

内科・精神(神経）科・神経内科・循環器内科・小児科・外科・整形外科・脳

神経外科・心臓血管外科・皮膚科・泌尿器科・産婦人科・眼科・耳鼻咽喉

科・放射線科・麻酔科・歯科口腔外科

0270-25-
5022(代）

0270-25-5023
（代）

0270-25-5024
（連携直通）

027-269-7286

（連携室直通）
http://www.cvc.pref.gunma.jp

18 伊勢崎 伊勢崎市民病院 群馬県伊勢崎市連取本町12番地１ http://www.hospital.isesaki.gunma.jp

19 桐生 医療法人岩下会 岩下病院 群馬県桐生市本町４－３２０  岩下　裕之 泌尿器科（整形外科） 0277－22－0151

小林　幹男

20 足利 医療法人 長﨑病院 栃木県足利市伊勢町１－４－７ 長﨑　秀彰 泌尿器科 0284-41-2230 0284-41-4692

0277－40－1186

http://www.nagasakihospital.com/



21 太田 医療法人慶仁会 城山病院 群馬県太田市飯塚町1番地 李　雅弘

内科、外科、整形外科、心臓血管外科、消化器科、胃腸科、循環器科、リウ

マチ科、脳神経外科、呼吸器科、呼吸器外科、泌尿器科、肛門科、リハビリ

テーション科、放射線科、麻酔科
0276-46-0311 0276-48-0105 http://www.shiroyama-hospital.or.jp/

24 伊勢崎 医療法人　上毛会 伊勢崎福島病院 群馬県伊勢崎市鹿島町556-2 草場　輝雄
内科、神経内科、消化器外科、循環器内科、外科、整形外科、泌尿器科、リ

ウマチ科、リハビリテーション科、歯科
0270-24-3456 0270-26-3276 http://www.fukushima-hospital.com/

25 足利 医療法人　恵愛会 青木病院 栃木県足利市本城1-1560 青木　楊子 精神科・児童精神科・老年精神科・心療内科・小児心療科 0284-41-2213 0283-43-0463

26 足利 医療法人社団　隆成会 皆川病院 栃木県足利市多田木町1168-1 皆川　智海
外科／内科／消化器外科／消化器内科／肛門外科／乳腺外科

／整形外科／糖尿内分泌内科／皮膚科／泌尿器科／ペインクリニック内科
0284-91-2188 0283-91-2190 http://www.ryu-sei.or.jp

27 伊勢崎 医療法人　樹心会 角田病院 群馬県佐波郡玉村町上新田675-4 角田　祥之

内科、外科、大腸・肛門外科、循環器内科、消化器内科(内視鏡)

糖尿病内科、神経内科、人工透析内科、整形外科

リハビリテーション科、皮膚科
0270-65-7171 0270-65-9829 http://www.tsunoda.or.jp/

28 伊勢崎 一般社団法人 伊勢崎佐波医師会病院 群馬県伊勢崎市植木町481 澁澤　公行

内科、外科、整形外科、脳外科、循環器科、胃腸科

放射線科、リハビリテーション科、

小児科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、皮膚科
0270-24-0111 0270-21-1562

29 桐生 医療法人社団　全仁会 高木病院 群馬県桐生市相生町5-754 小又　孝之
SAS外来 / リハビリ科 / 内科 / 外科 / 循環器科 / 放射線科 / 整形外科 / 消
化器科 / 禁煙外来 / 脳神経外科

0277-53-7711 0277-54-0570 http://www.takagi-hp.com/

30 深谷 医療法人社団優慈会 佐々木病院 埼玉県深谷市西島町2-16-1 佐々木　敏行 内科 、 胃腸科 、 循環器科 、 外科 、 整形外科 、 形成外科 、 脳神経外科 、 皮膚科 、 リウマチ科 048-571-0242 048-571-9815 http://sasaki-hp.or.jp/index.html

31 足利 医療法人　太陽会 足利第一病院 栃木県足利市大月町1031 相場　利一 内科・外科・整形外科・皮膚科・泌尿器科 0284-44-1212 0284-44-0009 https://taiyoukai-hp.com

32 行田 社会医療法人壮幸会 行田総合病院 埼玉県行田市持田376番地 川嶋　賢司
内科, 呼吸器内科,消化器内科,循環器内科,神経内科, リウマチ科, 小児科, 外科, 消
化器外科, 整形外科, 脳神経外科,肛門外科,皮膚科, 泌尿器科, 眼科, 耳鼻いんこう
科, リハビリテーション科, 麻酔科, 放射線科

048-552-1111 048-552-1116 http://gyoda-hp.or.jp/

33 足利 医療法人　宏仁会 本庄記念病院 栃木県足利市堀込町2859 本庄　宏  内科, 外科, 皮膚科, 整形外科, 小児科 0284-73-1199 0284-73-1198 http://www.honhp.or.jp/

0276-37-2378

群馬県邑楽郡邑楽町篠塚3233-1 鷲田　雄二

22 太田 医療法人財団　明理会 太田福島総合病院 群馬県太田市東今泉町875-1 小田　瑞彦 婦人科、泌尿器科、外科、消化器外科、乳腺外科

内科・アレルギー科・呼吸器科・リウマチ科・循環器内科・人工透析内科・消化器内科 0276-88-5678 http://www.gunma-hosp-allergy.or.jp/23

0276-37-1050 http://www.ims.gr.jp/ohtafukushima/

館林邑楽 医療法人社団醫光会 おうら病院


