
※医療機関によって、実施していない予防接種の種類や予約が必要な場合がありますので、

　接種を希望される場合には、必ず、事前に各医療機関へ連絡のうえ、ご確認ください。

市区町村 医療機関名 電話番号（任意）

前橋市 あおばクリニック 027-212-8866

前橋市 いまいずみ小児科 027-220-1333

前橋市 うめだ内科クリニック 027-212-0678

前橋市 大塚外科胃腸科医院 027-252-6006

前橋市 大川こどもクリニック 027-231-5288

前橋市 栗林小児科医院 027-231-7114

前橋市 齋藤医院 027-224-7134

前橋市 大学橋ファミリークリニック 027-212-6627

前橋市 しのはら小児科 027-287-1515

前橋市 小児科しもだクリニック 027-220-1221

前橋市 鈴木小児科医院 027-263-2967

前橋市 髙橋医院 027-266-0203

前橋市 たむらこどもクリニック 027-289-0555

前橋市 長﨑医院 027-231-3274

前橋市 深沢内科クリニック 027-283-0003

前橋市 本間小児科内科医院 027-223-6807

前橋市 前橋北病院 027-235-3333

前橋市 みやけ小児科 027-283-2225

高崎市 わかばクリニック 027-344-3354

高崎市 佐藤小児科内科医院 027-322-4498

高崎市 高崎中央病院 027-323-2665

高崎市 通町診療所 027-322-6534

高崎市 橘内科医院 027-322-3133

高崎市 沼野クリニック 027-322-2926

高崎市 あおい内科クリニック 027-310-3939

高崎市 あらいキンダークリニック 027-325-4152

高崎市 乾小児科内科医院 027-322-3252

高崎市 寺尾こどもクリニック 027-324-7788

高崎市 大山小児科医院 027-346-0880

高崎市 小栗小児科医院 027-327-7787

高崎市 小児科 ひまわりクリニック 027-352-9552

高崎市 小泉重田小児科 027-362-5811

高崎市 細谷・なりしげクリニック 027-343-0230

高崎市 松島小児科医院 027-361-5823
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市区町村 医療機関名 電話番号（任意）

高崎市 渡辺医院 027-322-4529

高崎市 第一病院 027-362-1811

高崎市 善如寺医院 027-346-2382

高崎市 中島クリニック 027-323-2077

高崎市 今井内科小児科 027-371-6900

高崎市 狩野外科医院 027-373-1310

高崎市 上芝ファミリーｸﾘﾆｯｸ 027-360-7235

高崎市 中泉こどもクリニック 027-350-3222

高崎市 はんなさわらび療育園 027-374-9221

高崎市 ふるしま医院 027-360-8100

高崎市 みどりクリニック 027-373-8611

高崎市 よしざわこどもクリニック 027-350-3741

高崎市 リーフこどもアレルギークリニック 027-388-8111

高崎市 野中医院 0274-42-0219

高崎市 新井内科胃腸科医院 027-387-9001

高崎市 田路クリニック 027-388-3527

高崎市 吉井中央診療所 027-387-5889

桐生市 アウルこどもクリニック 0277-70-2112

桐生市 おりひめ医院 0277-47-1248

桐生市 小川醫院 0277-44-6008

桐生市 おのこどもクリニック 0277-20-7780

桐生市 桐生厚生総合病院 0277-44-7171

桐生市 志村医院 0277-52-5253

桐生市 関田内科クリニック 0277-54-2511

桐生市 ひきた小児科クリニック 0277-44-3040

桐生市 藤田小児科医院 0277-52-8289

桐生市 星野クリニック 0277-44-1125

桐生市 三丸医院 0277-22-3419

みどり市 飯山医院 0277-76-9130

みどり市 希望の家療育病院 0277-73-2605

みどり市 恵愛堂病院 0277-73-2211

みどり市 寺田内科小児科医院 0277-77-1100

みどり市 みらいこどもクリニック 0277-47-8200

伊勢崎市 あおきクリニック 0270-31-2262

伊勢崎市 あるむキッズクリニック 0270-40-0550

伊勢崎市 石原医院 0270-25-1150

伊勢崎市 うしくぼこどもクリニック 0270-25-6006

伊勢崎市 きたはらクリニック 0270-30-3288
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市区町村 医療機関名 電話番号（任意）

伊勢崎市 久保医院 0270-25-0176

伊勢崎市 坂口こども診療所 0270-63-2500

伊勢崎市 佐藤小児科医院 0270-24-7111

伊勢崎市 設楽耳鼻咽喉科医院 0270-25-0909

伊勢崎市 正田医院 0270-74-0027

伊勢崎市 髙柳整形外科・歯科クリニック 0270-20-8866

伊勢崎市 田島医院 0270-63-5050

伊勢崎市 たんぽぽ小児科 0270-21-3636

伊勢崎市 Ｎｅｏこどもクリニック 0270-21-1113

伊勢崎市 羽鳥こども医院 0270-21-3535

伊勢崎市 パルこどもクリニック 0270-22-3388

伊勢崎市 星野小児科医院 0270-24-2858

伊勢崎市 茂木医院 0270-62-0187

伊勢崎市 伊勢崎佐波医師会病院 0270-24-0111

伊勢崎市 伊勢崎市民病院 0270-25-5022

玉村町 宇津木医院 0270-64-7878

玉村町 田口小児科医院 0270-65-1855

玉村町 ゆのきこどもクリニック 0270-64-2325

太田市 永田医院 0276-57-1034

渋川市 伊香保クリニック 0279-72-4114

渋川市 井口医院 0279-25-1100

渋川市 石北医院 0279-22-1378

渋川市 神山内科医院 0279-22-2181

渋川市 川島内科クリニック 0279-23-2001

渋川市 慶生医院 0279-22-0210

渋川市 渋川中央病院 0279-25-1711

渋川市 塚越クリニック 0279-60-7700

渋川市 中野医院 0279-22-1219

渋川市 北毛病院 0279-24-1234

渋川市 本沢医院 0279-23-6411

渋川市 めぐみこどもクリニック 0279-30-2022

吉岡町 大井内科クリニック 0279-30-5575

吉岡町 駒寄こども診療所 0279-55-5252

吉岡町 佐藤医院 0279-54-2756

吉岡町 竹内小児科 0279-30-5151

吉岡町 まつい女性クリニック 0279-30-6510

榛東村 榛東さいとう医院 0279-54-1055

榛東村 榛東わかばクリニック 0279-20-5531
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市区町村 医療機関名 電話番号（任意）

藤岡市 アイリス診療所 0274-22-2542

藤岡市 栗原胃腸科外科医院 0274-40-2299

藤岡市 すぎやまメディカルクリニック 0274-20-1666

藤岡市 田原内科クリニック 0274-23-2552

藤岡市 根岸産婦人科小児科医院 0274-24-1111

藤岡市 光病院 0274-24-1234

藤岡市 藤岡こどもクリニック 0274-24-0024

藤岡市 星野医院 0274-22-0116

富岡市 青葉クリニック 0274-62-0822

富岡市 アライクリニック 0274-62-1521

富岡市 小泉医院 0274-62-0039

富岡市 香内医院 0274-62-3210

富岡市 須藤医院 0274-63-1461

富岡市 田村医院 0274-64-2065

富岡市 富岡・成清医院 0274-62-2701

富岡市 公立富岡総合病院 0274-63-2111

富岡市 中島医院 0274-62-1037

富岡市 宮崎医院 0274-60-1919

甘楽町 安藤医院 0274-74-7717

甘楽町 奥村クリニック 0274-74-7182

甘楽町 小幡医院 0274-74-2018

甘楽町 こがはらクリニック 0274-70-4066

甘楽町 庭谷クリニック 0274-89-4005

甘楽町 原医院 0274-74-5656

甘楽町 もみの木こどもクリニック 0274-67-1040

下仁田町 下仁田厚生病院 0274-82-3555

安中市 公立碓氷病院 027-385-8221

安中市 藤巻医院 027-393-1324

安中市 おにかた医院 027-385-1351

安中市 ながしま小児科 027-382-6063

安中市 くろさわ医院 027-393-5311

安中市 みやぐち医院 027-384-1126

沼田市 こうだ医院 0278-22-5333

沼田市 青木クリニック 0278-24-1122

沼田市 利根中央病院 0278-22-4321

沼田市 つのだ小児科クリニック 0278-22-3163

沼田市 久保産婦人科医院 0278-23-1360

沼田市 藤塚クリニック 0278-23-7300
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市区町村 医療機関名 電話番号（任意）

沼田市 つのだ医院 0278-25-3111

みなかみ町 水上医院 0278-72-2031

昭和村 森下診療所 0278-24-6000

片品村 星野医院 0278-58-2018

片品村 片品診療所 0278-58-3910
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