
【交付日：令和2年4月1日】

郡市医師会 氏名 医療機関名 医療機関住所 電話番号

前橋市 家　崎　桂　吾 家崎医院 前橋市南町二丁目10-10 027-221-7888

前橋市 伊　藤　克　彦 山王タウンクリニック 前橋市山王町一丁目23-32 027-267-1130

前橋市 大　塚　敏　之 おおつか内科クリニック 前橋市大友町三丁目23-4 027-252-6006

前橋市 木　村　淳　子 前橋ふえきクリニック 前橋市表町二丁目27-22 027-224-2818

前橋市 桑　原　武　夫 上武呼吸器科内科病院 前橋市田口町586-1 027-232-5000

前橋市 下　田　隆　也 下田内科医院 前橋市南町三丁目64-13 027-221-3155

前橋市 神　宮　俊　哉 神宮医院 前橋市岩神町三丁目18-17 027-289-0500

前橋市 瀬　田　享　博 瀬田医院 前橋市龍蔵寺町103 027-232-5658

前橋市 中　屋　光　雄 江木町クリニック 前橋市江木町98-5 027-263-1101

前橋市 茂　木　一　通 もてぎ内科医院 前橋市上増田町510 027-266-5671

前橋市 山　下　由起子 山下医院 前橋市城東町四丁目11-17 027-231-3726

高崎市 佐　藤　　　圭 佐藤呼吸器科医院 高崎市飯塚町253-1 027-362-5122

高崎市 静　　　雅　彦 仁静堂医院 高崎市井野町1223 027-361-4165

高崎市 静　　　和　彦 仁静堂医院 高崎市井野町1223 027-361-4165

高崎市 島　田　祥　士 細谷たかさきクリニック 高崎市南大類町888-1 027-352-8181

高崎市 西　野　　　宏 城山クリニック 高崎市城山町二丁目2-8 027-327-2759

高崎市 武　山　英　美 武山クリニック 高崎市栄町18-4武山ビル１F 027-322-7027

伊勢崎佐波 山　田　俊　彦 山田内科クリニック 伊勢崎市大手町24-8 0270-23-6666

群馬郡 西　野　道　夫 上芝ファミリークリニック 高崎市箕郷町上芝183-3 027-360-7235

群馬郡 前　田  光　久 地域ケアセンター診療所 高崎市北原町29 027-373-4088

群馬郡 水　口　滋　之 みなぐち医院 高崎市下里見町268-1 027-340-3103

渋川地区 川　島　　　崇 川島内科クリニック 渋川市渋川1770-1 0279-23-2001

渋川地区 斉　藤　　　明 榛東さいとう医院 北群馬郡榛東村新井大川1182-2 0279-54-1055

藤岡多野 飯　塚　久　晴 飯塚外科医院 高崎市吉井町吉井川353 027-387-2711

藤岡多野 田　原　　　尚 田原内科クリニック 藤岡市藤岡694-1 0274-23-2552

藤岡多野 原　　　永　庫 原内科クリニック 藤岡市下戸塚33-1 0274-40-2255

藤岡多野 弘　中　　　貢 木村内科医院 藤岡市藤岡736-28 0274-22-0333

富岡市甘楽郡 大　澤　　　歩 大沢クリニック 甘楽郡下仁田町馬山5915-1 0274-60-3030

富岡市甘楽郡 高　井　良　樹 高井クリニック 富岡市富岡3074-1 0274-60-1500

安中市 外　處　真　道 いわい中央クリニック 安中市岩井2465-1 027-381-2201

館林市邑楽郡 江　森　寿　夫 ミツワ診療所 邑楽郡明和町梅原588 0276-70-3030

館林市邑楽郡 増　尾　富士雄 富士クリニックペインクリニック 邑楽郡大泉町富士三丁目13-8 0276-20-1971
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【交付日：平成31年4月1日】

郡市医師会 氏名 医療機関名 医療機関住所 電話番号

前橋市 梅　田　　　遵 うめだ内科クリニック 前橋市鶴光路町396-1 027-212-0678

前橋市 遠　藤　　　恒 遠藤内科医院 前橋市野中町381-2 027-261-3711

前橋市 太　田　郁　朗 太田医院 前橋市紅雲町二丁目20-8 027-221-3368

前橋市 小　野　浩　一 前橋東クリニック 前橋市下大屋町558-9 027-268-2260

前橋市 小　野  芳　啓 前橋プライマリ泌尿器科内科 前橋市上佐鳥町51-3 027-289-4651

前橋市 杉　田　　　裕 二之沢前橋クリニック 前橋市岩神町二丁目4-7 027-225-2122

前橋市 関　　　清　之 関内科医院 前橋市天川大島町一丁目7 -12 027-224-4680

前橋市 髙　安　英　樹 前橋城南病院 前橋市富田町1172-1 027-268-4111

前橋市 中　野　秀　彦 中野医院 前橋市新前橋町8-15 027-290-1388

前橋市 野　村　博　子 若宮内科 前橋市日吉町四丁目44-47 027-234-6001

前橋市 橋　爪　洋　明 はしづめ診療所 前橋市公田町515-1 027-226-1806

前橋市 笛　木　直　人 上武呼吸器科内科病院 前橋市田口町586-1 027-232-5000

前橋市 笛　木　　　真 上武呼吸器科内科病院 前橋市田口町586-1 027-232-5000

前橋市 村　谷　　　貢 村谷胃腸科医院 前橋市朝倉町178-4 027-265-4141

前橋市 吉　野  昭　男 吉野医院 前橋市三俣町二丁目13-10 027-232-3333

前橋市 山　田  邦　子 若宮内科 前橋市日吉町四丁目44-47 027-234-6001

高崎市 新　井　弥　生 第一病院 高崎市下小鳥町1277 027-362-1811

高崎市 植　原　政　弘 うえはらクリニック 高崎市高関町354-1 027-322-4965

高崎市 小　玉　　　仁 こだまクリニック 高崎市石原町3225 027-327-5566

高崎市 佐　藤　泰　然 第一病院 高崎市下小鳥町1277 027-362-1811

高崎市 平　　　　　洋 はるな生活協同組合通町診療所 高崎市通町143-2 027-322-6534

高崎市 田　村　耕　成 第一病院 高崎市下小鳥町1277 027-362-1811

高崎市 中　島　　　透 中島クリニック 高崎市末広町85-1 027-323-2077

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

高崎市 藤　江　正　雄 ふじえ内科医院 高崎市上滝町321 027-352-7800

高崎市 森　　　貴　紀 森内科クリニック 高崎市楽間町31-3 027-343-7568

高崎市 吉　田　秀　忠 吉田内科 高崎市江木町273-4 027-326-6210

桐生市 北　川　泰　久 北川内科クリニック 桐生市錦町二丁目12-2 0277-44-7706

伊勢崎佐波 岩　波　宏　明 まゆ玉クリニック 伊勢崎市長沼町2664-1 0270-40-3511

伊勢崎佐波 北　原　眞　美 きたはらクリニック 伊勢崎市美茂呂町3737 0270-30-3288

太田市 川　田　敏　夫 川田クリニック 太田市由良町1622-11 0276-33-7755

太田市 堀　越　健太郎 堀越医院 太田市鳥山下町871-1 0276-22-2660
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群馬郡 合　志　裕　一 みさと診療所 高崎市箕郷町上芝628-1 027-350-6080

群馬郡 土　岐　宗　利 土岐内科医院 高崎市上里見町1650-1 027-374-1278

群馬郡 古　島　吉　之 ふるしま医院 高崎市下里見町1424 027-360-8100

群馬郡 前　田  光　久 地域ケアセンター診療所 高崎市北原町29 027-373-4088

渋川地区 本　澤　龍　生 本沢医院 渋川市石原208-1 0279-23-6411

藤岡多野 東　雲　正　剛 しののめクリニック 藤岡市中栗須485-5 0274-22-8851

藤岡多野 星　野　光　治 星野医院 藤岡市藤岡857-3 0274-22-0116

藤岡多野 山　崎　恒　彦 山崎外科医院 藤岡市藤岡2351 0274-22-1331

富岡市甘楽郡 松　田　秀　也 小幡医院 甘楽郡甘楽町小幡966 0274-74-2018

安中市 櫻　井　炳一郎 櫻井内科医院 安中市郷原130-5 027-385-8551

吾妻郡 布　施　正　博 布施医院 吾妻郡草津町草津462-58 0279-88-2030

沼田利根 迫　田　洋　人 さこだクリニック 沼田市高橋場町315-4 0278-25-9111

沼田利根 原　口　庄二郎 皇海診療所 沼田市利根町大楊969 0278-50-8133

沼田利根 森　平　和　明 沼田クリニック 沼田市栄町61-3 0278-22-1188

館林市邑楽郡 川　島　利　彦 川島脳神経外科医院 館林市岡野町374 0276-75-5511

館林市邑楽郡 川　島　康　宏 川島脳神経外科医院 館林市岡野町374 0276-75-5511

館林市邑楽郡 竹　越　　　亨 竹越医院 邑楽郡明和町新里435-1 0276-84-3137



【交付日：平成30年4月1日】

郡市医師会 氏名 医療機関名 医療機関住所 電話番号

前橋市 加　藤　祐之助 加藤外科内科医院 前橋市朝日町一丁目13-12 027-243-5169

前橋市 登　田  久　子 永島内科医院 前橋市三俣町二丁目11-20 027-232-6435

前橋市 福　島　晴　夫 善衆会さくらクリニック 前橋市二之宮町1381 027-289-9671

高崎市 相　原　利　一 豊岡呼吸器科内科クリニック 高崎市上豊岡町1037-1 027-340-1159

高崎市 太　田　直　樹 北高崎クリニック 高崎市大橋町158 027-322-2707

高崎市 勝　田　美恵子 勝田内科消化器クリニック 高崎市八千代町四丁目6-21 027-327-5556

高崎市 釜　萢　　　敏 小泉小児科医院 高崎市連雀町127 027-322-3985

高崎市 善如寺　恵　子 善如寺医院 高崎市倉賀野町453-19 027-346-2382

高崎市 牧　元　毅　之 牧元医院 高崎市芝塚町1845-2 027-322-3623

高崎市 松　本　幹　生 松本医院 高崎市相生町35 027-322-5913

高崎市 吉　川　守　也 吉川医院 高崎市檜物町149 027-323-1802

桐生市 菊　地　一　真 新宿医院 桐生市新宿一丁目13-14 0277-44-5930

桐生市 菊　地　雅　子 菊地医院 桐生市琴平町2-47 0277-45-2883

桐生市 小　島　　　明 小島内科医院 桐生市新宿三丁目1-12 0277-44-8919

伊勢崎佐波 宮　崎　　　要 宮崎クリニック 伊勢崎市今泉町一丁目1580 0270-20-7881

伊勢崎佐波 桒　原　龍　雄 桒原医院 伊勢崎市稲荷町108 0270-25-2198

伊勢崎佐波 山　田　俊　彦 山田内科クリニック 伊勢崎市大手町24-8 0270-23-6666

渋川地区 髙　橋　　　敏 赤城開成クリニック 渋川市赤城町三原田826-10 0279-20-6500

藤岡多野 相　原  芳　昭 篠塚病院 藤岡市篠塚105-1 0274-23-9261

藤岡多野 川　上　　　哲 川上医院 高崎市吉井町吉井129-2 027-387-2718

藤岡多野 田　路　　　了 田路クリニック 高崎市吉井町馬庭571-1 027-388-3527

富岡市甘楽郡 新　井　　　哲 アライクリニック 富岡市富岡1423 0274-62-1521

安中市 神　保　裕　之 いわい中央クリニック 安中市岩井2465-1 027-381-2201

安中市 栁　澤　　　肇 須藤病院 安中市安中3532-5 027-382-3131

吾妻郡 金　子　　　稔 長野原町へき地診療所 吾妻郡長野原町応桑1449-2 0279-85-2259

吾妻郡 高　嶺  一　雄 群馬リハビリテーション病院 吾妻郡中之条町上沢渡2136 0279-66-2121

吾妻郡 田　島　郁　文 田島病院 吾妻郡中之条町中之条町1782 0279-75-3350

沼田利根 江　森　俊　明 江森内科医院 沼田市西倉内町588 0278-20-1001

沼田利根 金　子　尚　子 沼田クリニック 沼田市栄町61-3 0278-22-1188

沼田利根 鯉　淵　すみ枝 沼田クリニック 沼田市栄町61-3 0278-22-1188

館林市邑楽郡 福　田　博　一 福田ペインクリニック 邑楽郡明和町大佐貫588-1 0276-84-1233

館林市邑楽郡 堀　越　裕　一 館林記念病院 館林市台宿町7-18 0276-72-3155
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