
実施機関名 所在地 電話番号

一般社団法人伊勢崎佐波医師会附属成人病検診センター診療所 群馬県伊勢崎市下植木町502 0270-26-7878

公益財団法人
群馬県健康づくり財団 群馬県前橋市堀之下町16-1 027-269-7811

原町赤十字病院 群馬県吾妻郡東吾妻町大字原町698 0279-68-2711

榛名荘病院 群馬県高崎市中室田町5989 027-374-1135

医療法人社団三愛会　三愛クリニック 群馬県高崎市金古町1758 027-373-3111

群馬県厚生農業協同組合連合会 群馬県前橋市富士見町小沢534-9 027-230-5511

大貫クリニック 群馬県安中市下磯部１８２１－１ 027-380-1181

一般財団法人
日本健康管理協会
北関東支部
伊勢崎健診プラザ 群馬県伊勢崎市中町６５５－１ 0270-26-7711

一般財団法人
全日本労働福祉協会
群馬県支部 群馬県高崎市問屋町２－７
ビエント高崎５階 027-384-4380

あいファミリィクリニック
太田 群馬県太田市只上町３６４－１ 0276-55-0600

青山医院 群馬県前橋市古市町350 027-251-2861

あづまクリニック 群馬県前橋市六供町566-1 027-220-1220

安部内科医院 群馬県前橋市南町3-39-9 027-221-2339

新井胃腸科診療所 群馬県前橋市昭和町1-16-10 027-231-2083

あらいクリニック 群馬県前橋市元総社町848-7 027-253-0100

飯塚医院 群馬県前橋市荒口町525-3 027-268-5600

家崎医院 群馬県前橋市南町2-10-10 027-221-7888

池医院 群馬県前橋市下大島町914-4 027-266-8881

いしだ内科胃腸科医院 群馬県前橋市平和町1-6-4 027-234-4112

伊藤内科医院 群馬県前橋市下小出町2-49-16 027-232-0537

伊藤内科小児科医院 群馬県前橋市高花台1-9-8 027-269-5611

いながき内科医院 群馬県前橋市下阿内町362-1 027-265-5515

いわさき内科・皮ふ科 群馬県前橋市稲荷新田町222-8 027-212-1010

うい内科クリニック 群馬県前橋市駒形町584-3 027-226-5566

うしいけ内科ｸﾘﾆｯｸ 群馬県前橋市元総社町1770-4 027-289-0841

内田外科医院 群馬県前橋市西片貝町2-285 027-224-5061

うぶかた循環器ｸﾘﾆｯｸ 群馬県前橋市城東町2-10-4 027-231-2511

うめだ内科クリニック 群馬県前橋市鶴光路町396-1 027-212-0678

浦野医院 群馬県前橋市平和町2-12-4 027-231-4038

江木町クリニック 群馬県前橋市江木町98-5 027-263-1101

江沢医院 群馬県前橋市粕川町女渕348-1 027-285-6777

遠藤内科医院 群馬県前橋市野中町381-2 027-261-3711

えんどう内科クリニック 群馬県前橋市橳島町55-2 027-226-5700

大胡クリニック 群馬県前橋市茂木町２４５－７ 027-284-0051

おおしまクリニック 群馬県前橋市文京町4-21-19 027-289-0030

太田医院 群馬県前橋市紅雲町2-20-8 027-221-3368

おおつか内科クリニック 群馬県前橋市大友町3-23-4 027-252-6006

大塚内科医院 群馬県前橋市三俣町1-19-25 027-231-2399

大野内科クリニック 群馬県前橋市樋越町716-1 027-284-9011

大山クリニック 群馬県前橋市山王町2-20-16 027-266-5410

岡野内科胃腸科医院 群馬県前橋市荒牧町1-13-10 027-237-1200

小川内科医院 群馬県前橋市荒牧町2-28-20 027-234-3311

おない医院 群馬県前橋市樋越町1120 027-283-5755

小野内科クリニック 群馬県前橋市川原町2-22-4 027-212-8852

小原沢耳鼻咽喉科医院 群馬県前橋市青柳町362 027-232-6314

掛川医院 群馬県前橋市総社町2-4-8 027-251-0415

梶田医院 群馬県前橋市上新田町263 027-251-3025

かたひら内科医院 群馬県前橋市下沖町335-1 027-230-8811
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加藤クリニック 群馬県前橋市南町3-19-2 027-210-6700

ソレイユあさひクリニック 群馬県前橋市朝日町一丁目35番9号 027-243-5169

金古医院 群馬県前橋市日吉町3-26-3 027-233-1131

金子クリニック 群馬県前橋市東上野町20-1 027-212-5085

狩野外科医院 群馬県前橋市日吉町4-45-1 027-231-7025

狩野脳神経外科医院 群馬県前橋市上泉町698-3 027-269-5454

上泉内科 群馬県前橋市上泉町1477-7 027-269-1682

菊池内科クリニック 群馬県前橋市青梨子町811-4 027-219-3356

紀内科医院 群馬県前橋市住吉町1-18-15 027-235-5080

木村医院 群馬県前橋市平和町2-1-7 027-231-3070

木村神経科医院 群馬県前橋市箱田町463 027-254-1110

木村内科医院 群馬県前橋市箱田町463 027-253-8883

清宮医院 群馬県前橋市紅雲町2-12-10 027-221-6518

栗林小児科医院 群馬県前橋市平和町2-7-1 027-231-7114

群馬県健康づくり財団 群馬県前橋市堀之下町16-1 027-269-7814

群馬中央病院 群馬県前橋市紅雲町1-7-13 027-221-8165

群馬ペインクリニック病院 群馬県前橋市亀里町359 027-265-0999

けやきクリニック 群馬県前橋市天川町1666-1 027-263-1018

小板橋医院 群馬県前橋市上泉町354-2 027-261-2122

剛医院 群馬県前橋市広瀬町3-11-1 027-266-3566

木暮医院 群馬県前橋市清野町104-1 027-251-9101

こなか医院 群馬県前橋市総社町総社2628 027-280-5570

こばやし医院 群馬県前橋市広瀬町2-1-12 027-263-2535

小林内科・胃腸科クリニック 群馬県前橋市朝倉町930-3 027-290-3200

こぶな整形外科医院 群馬県前橋市後閑町311-2 027-261-7600

込谷クリニック 群馬県前橋市岩神町4-2-5 027-231-0366

済生会前橋病院 群馬県前橋市上新田町564-1 027-252-6011

齋藤医院 群馬県前橋市朝日町4-20-15 027-224-7134

齋藤医院 群馬県前橋市南町2-66-27 027-221-0258

斉藤内科泌尿器科医院 群馬県前橋市上小出町2-42-5 027-231-1069

堺堀内科循環器科医院 群馬県前橋市若宮町1-2-6 027-231-8056

佐治内科医院 群馬県前橋市端気町374-15 027-264-3500

定方医院 群馬県前橋市亀里町1103-1 027-265-0345

さとうレディースクリニック 群馬県前橋市表町2-20-17 027-224-7606

さるきクリニック 群馬県前橋市青梨子町178 027-210-7171

沢渡内科循環器科医院 群馬県前橋市広瀬町3-6-6 027-266-2112

山王タウンクリニック 群馬県前橋市山王町1-23-32 027-267-1130

山王リハビリテーション病院 群馬県前橋市山王町133 027-266-8622

塩崎内科医院 群馬県前橋市文京町3-10-10 027-221-8063

敷島医院 群馬県前橋市川原町376-106 027-235-9339

敷島の森おなかのクリニック 群馬県前橋市敷島町240-19 027-219-0799

下大島医院 群馬県前橋市下大島町740-7 027-266-0086

下田内科医院 群馬県前橋市南町3-64-13 027-221-3155

上武呼吸器科内科病院 群馬県前橋市田口町586-1 027-232-5000

上毛大橋クリニック 群馬県前橋市川原町1-49-6 027-237-2800

上毛病院 群馬県前橋市下大島町596-1 027-266-1482

しらかわ診療所 群馬県前橋市上細井町2068-1 027-260-1116

新前橋すこやか内科・漢方内科クリニック 群馬県前橋市新前橋町16-48 027-288-0977

神宮医院 群馬県前橋市岩神町3-18-17 027-289-0500

すえまる内科 群馬県前橋市新堀町1038-1 027-212-5162

すがの内科医院 群馬県前橋市総社町植野328-5 027-256-8121
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すぐた医院ゆう子キッズクリニック 群馬県前橋市光が丘町10-6 027-251-5622

鈴木小児科医院 群馬県前橋市後閑町10-5 027-263-2967

清王寺クリニック 群馬県前橋市日吉町3-23-1 027-234-4313

関内科医院 群馬県前橋市天川大島町1-7-12 027-224-4680

瀬田医院 群馬県前橋市龍蔵寺町103 027-232-5658

善衆会病院 群馬県前橋市笂井町54-1 027-261-5410

総社町内科深沢医院 群馬県前橋市総社町3-2-5 027-252-1333

園田整形外科医院 群馬県前橋市総社町高井133-1 027-255-0100

大学橋ﾌｧﾐﾘｰｸﾘﾆｯｸ 群馬県前橋市関根町2-21-9 027-212-6627

高橋医院 群馬県前橋市東善町173-1 027-266-0203

高橋医院 群馬県前橋市粕川町西田面212-2 027-285-2019

高栁胃腸科・外科 群馬県前橋市荻窪町1203-1 027-269-8880

たき医院 群馬県前橋市大利根町1-33-3 027-251-5101

たけい内科クリニック 群馬県前橋市小屋原町582-4 027-280-8080

田中医院 群馬県前橋市千代田町1-5-5 027-231-2443

田中外科内科医院 群馬県前橋市下小出町3-21-5 027-231-0555

田部医院 群馬県前橋市六供町1043 027-223-1061

つちや内科クリニック 群馬県前橋市小相木町1-1-4 027-256-7770

土井内科医院 群馬県前橋市野中町191-2 027-261-7727

とくながクリニック 群馬県前橋市上泉町2872-19 027-289-0085

殿岡内科医院 群馬県前橋市天川原町2-247-5 027-221-1599

富沢医院 群馬県前橋市江田町580 027-251-5414

富沢内科医院 群馬県前橋市石倉町2-7-4 027-251-4779

富沢脳神経外科内科医院 群馬県前橋市下小出町2-13-10 027-234-3488

富沢病院 群馬県前橋市朝日町4-17-1 027-224-3955

外山内科・循環器内科ｸﾘﾆｯｸ 群馬県前橋市荒牧町2-33-9 027-232-8000

豊田内科医院 群馬県前橋市上小出町1-30-1 027-234-1223

長﨑医院 群馬県前橋市住吉町2-12-5 027-231-3274

中嶋医院 群馬県前橋市小屋原町976-1 027-266-1601

永島内科医院 群馬県前橋市三俣町2-11-20 027-232-6435

中田クリニック 群馬県前橋市箱田町1039-4 027-251-1360

中野医院 群馬県前橋市新前橋町8-15 027-290-1388

中村外科医院 群馬県前橋市文京町1-33-18 027-221-3951

西片貝クリニック 群馬県前橋市西片貝町3-292 027-223-6533

西田整形外科 群馬県前橋市樋越町677-1 027-280-2233

二之沢前橋クリニック 群馬県前橋市岩神町2-4-7 027-225-2122

二之宮クリニック 群馬県前橋市二之宮町1988-1 027-289-4380

萩原内科医院 群馬県前橋市荒子町1585-2 027-268-1415

はしづめ胃腸と内科のクリニック 群馬県前橋市朝倉町3-34-6 027-257-0546

はしづめ診療所 群馬県前橋市公田町515-1 027-226-1806

はしづめ診療所文京町 群馬県前橋市文京町2-10-26 027-220-5720

塙医院 群馬県前橋市日吉町4-5-5 027-231-5348

馬場整形外科クリニック 群馬県前橋市石倉町2-2-7 027-212-3625

馬場内科医院 群馬県前橋市上泉町101-1 027-223-5301

春山医院 群馬県前橋市日吉町2-8-5 027-233-1551

樋越ペインクリニック 群馬県前橋市樋越町897 027-284-9911

平井外科医院 群馬県前橋市大友町2-16-7 027-251-5803

深沢内科ｸﾘﾆｯｸ 群馬県前橋市堀越町1193-1 027-283-0003

福山内科 群馬県前橋市東片貝町97-7 027-243-1380

富士たちばなクリニック 群馬県前橋市日輪寺町342-2 027-230-1155

二子山クリニック 群馬県前橋市朝倉町1-3-18 027-263-1331
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北條内科クリニック 群馬県前橋市嶺町88-104 027-269-5503

北條医院 群馬県前橋市駒形町833-38 027-266-6737

星医院 群馬県前橋市西善町204-1 027-266-8600

前橋温泉クリニック 群馬県前橋市関根町2丁目10番地1号 027-230-1139

前橋北病院 群馬県前橋市下細井町692 027-235-3333

前橋協立診療所 群馬県前橋市城東町3-15-28 027-231-6060

前橋協立病院 群馬県前橋市朝倉町828-1 027-265-3511

前橋市医師会附属診療所 群馬県前橋市岩神町2-3-5 027-233-2261

前橋城南病院 群馬県前橋市富田町1172-1 027-268-4111

前橋脳外科クリニック 群馬県前橋市東片貝町720 027-221-8145

前橋東クリニック 群馬県前橋市下大屋町558-9 027-268-2260

前橋広瀬川クリニック 群馬県前橋市千代田町2-10-9 027-231-4101

前橋ふえきクリニック 群馬県前橋市表町2-27-22 027-224-2818

前橋ﾌﾟﾗｲﾏﾘ泌尿器科内科 群馬県前橋市上佐鳥町51-3 027-289-4651

まえはら内科 群馬県前橋市下小出町2-40-15 027-212-7313

町田内科クリニック 群馬県前橋市茂木町５－５ 027-280-2800

マンモプラス竹尾クリニック 群馬県前橋市西片貝町3-379-1 027-220-1577

みずしま脳神経内科・内科クリニック 群馬県前橋市朝日町1-19-8 027-289-6788

宮石内科医院 群馬県前橋市上細井町1955-1 027-234-1876

みやぎクリニック 群馬県前橋市鼻毛石町637-19 027-280-2510

みやざき内科クリニック 群馬県前橋市元総社町2467-9 027-212-5000

村谷胃腸科医院 群馬県前橋市朝倉町178-4 027-265-4141

村山医院 群馬県前橋市表町1-13-17 027-221-4643

もてぎ内科医院 群馬県前橋市上増田町510 027-266-5671

八木医院 群馬県前橋市前箱田町15-1 027-253-6588

八代医院 群馬県前橋市川曲町25-4 027-255-0846

やなぎさわﾌｧﾐﾘｰｸﾘﾆｯｸ 群馬県前橋市朝倉町893-2 027-265-0050

山口内科クリニック 群馬県前橋市上沖町252-1 027-260-6500

山下医院 群馬県前橋市城東町4-11-17 027-231-3726

やました内科医院 群馬県前橋市亀泉町606-2 027-212-0148

吉野医院 群馬県前橋市三俣町2-13-10 027-232-3333

吉松医院 群馬県前橋市粕川町新屋246-2 027-285-2273

ローズタウン糖尿病内科 群馬県前橋市江木町1701-1 027-226-1466 

老年病研究所附属高玉診療所 群馬県前橋市本町1-17-4 027-223-1414

老年病研究所附属病院 群馬県前橋市大友町3-26-8 027-253-3311

わかば病院 群馬県前橋市新前橋町3-3 027-255-5252

わかまつ循環器科内科医院 群馬県前橋市西片貝町5-19-20 027-243-8700

若宮内科 群馬県前橋市日吉町4-44-47 027-234-6001

相澤医院 群馬県前橋市富士見町原之郷734-3 027-288-6806

あべクリニック 群馬県前橋市富士見町原之郷940-1 027-288-9511

五十嵐医院 群馬県前橋市富士見町原之郷295-1 027-288-2026

梅枝内科医院 群馬県前橋市富士見町原之郷660-5 027-288-7250

武田クリニック 群馬県前橋市富士見町時沢1869-1 027-226-1114

つくも内科医院 群馬県前橋市富士見町原之郷450-4 027-230-5085

富士見内科小児科 群馬県前橋市富士見町田島410-1 027-288-2210

あいざわクリニック 群馬県高崎市江木町175-5 027-322-6224

相原医院 群馬県高崎市下滝町283-3 027-352-1272

あおい内科クリニック 群馬県高崎市八千代町1丁目2-3 027-310-3939

赤城クリニック 群馬県高崎市下小塙町327-2 027-340-7400

有賀クリニック 群馬県高崎市東町80-7 027-326-1711

いいづか　たきた医院 群馬県高崎市沖町203-4 027-343-3387
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井草医院 群馬県高崎市天神町136 027-362-2833

佐々木医院 群馬県高崎市昭和町2 027-327-1911

稲村クリニック アレルギー・呼吸器内科 群馬県高崎市南大類町1241-5 027-353-1769

乾小児科内科医院 群馬県高崎市宮元町207 027-322-3252

乾内科クリニック 群馬県高崎市下小塙町1576-1 027-343-3368

井上病院 群馬県高崎市通町55 027-322-3660

いわた内科クリニック 群馬県高崎市石原町4171 027-327-1241

いわたﾊﾞﾃﾞｨｰｽﾞｸﾘﾆｯｸ 群馬県高崎市矢中町841 027-347-4560

うえはらクリニック 群馬県高崎市高関町354-1 027-322-4965

植原整形外科医院 群馬県高崎市飯塚町691-19 027-364-8180

上原内科医院 群馬県高崎市中豊岡町125-3 027-327-6955

うめやま医院 群馬県高崎市連雀町133 027-328-5500

海老原医院 群馬県高崎市昭和町102 027-322-4721

大塚医院 群馬県高崎市下小鳥町62-11 027-360-3321

大原病院 群馬県高崎市飯玉町46 027-362-5800

大山医院 群馬県高崎市浜川町2242-1 027-343-6036

大山内科神経内科医院 群馬県高崎市上並榎町1098 027-363-2258

おかじょうクリニック 群馬県高崎市綿貫町1918-7 027-395-6116

岡村胃腸クリニック 群馬県高崎市東町28-1 027-310-1211

岡本内科クリニック 群馬県高崎市上中居町365-2 027-325-5050

小川クリニック 群馬県高崎市矢中町312-9 027-384-8000

小倉クリニック 群馬県高崎市柴崎町60-11 027-352-1811

小栗小児科医院 群馬県高崎市上中居町319-3 027-327-7887

小野垣医院 群馬県高崎市中居町3丁目39-2 027-352-2233

貝瀬医院 群馬県高崎市大沢町202-4 027-352-1337

貝沢中央医院 群馬県高崎市東貝沢町3丁目17-1 027-363-7001

勝田内科消化器クリニック 群馬県高崎市八千代町4丁目6-21 027-327-5556

上大類病院 群馬県高崎市上大類町759 027-352-1019

上中居ファミリークリニック 群馬県高崎市上中居町411 027-326-4155

神田医院 群馬県高崎市片岡町1丁目13-21 027-323-3269

北高崎クリニック 群馬県高崎市大橋町158 027-322-2707

希望館病院 群馬県高崎市江木町1120 027-322-4067

桐山クリニック 群馬県高崎市末広町235-8 027-310-1234

久保田胃腸科内科クリニック 群馬県高崎市寺尾町240 027-310-5717

黒沢病院附属ヘルスパーククリニック 群馬県高崎市矢中町188 027-353-2277

くらがのファミリークリニック 群馬県高崎市倉賀野町2044－1 027－346－0880

群馬八幡消化器内科クリニック 群馬県高崎市八幡町1112-1 027-381-5505

群馬リウマチクリニック 群馬県高崎市井野町1040-1 027-370-5656

小泉小児科医院 群馬県高崎市連雀町127 027-322-3985

小板橋記念クリニック 群馬県高崎市上小塙町1012 027-344-6677

国立のぞみの園診療所 群馬県高崎市寺尾町2120-2 027-320-1327

こすもレディースクリニック 群馬県高崎市旭町113-7ﾊｰﾄｽｸｴｱ長建1F 027-330-2215

こだまクリニック 群馬県高崎市石原町3225 027-327-5566

こどもクリニックそね 群馬県高崎市上小塙町850-1 027-360-4580

小林外科胃腸科医院 群馬県高崎市上中居町187-1 027-325-2085

小林医院 群馬県高崎市桧物町120-2 027-322-5262

小林内科胃腸科医院 群馬県高崎市井野町649-2 027-362-5188

五百山クリニック 群馬県高崎市乗附町1526-2 027-384-6508

駒井病院 群馬県高崎市矢島町449-2 027-352-6212

こやぎ内科 群馬県高崎市小八木町2031-6 027-365-5897

近藤医院 群馬県高崎市岩鼻町乙324-3 027-346-2208
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櫻井医院 群馬県高崎市柴崎町1213-2 027-352-1270

佐藤呼吸器科医院 群馬県高崎市飯塚町253-1 027-362-5122

佐藤小児科内科医院 群馬県高崎市栄町27-13 027-322-4498

サンピエール病院 群馬県高崎市上佐野町786-7 027-347-1177

産科婦人科舘出張佐藤病院 群馬県高崎市若松町96 027-322-2243

ＣＢＣクリニック 群馬県高崎市江木町1718-3 027-321-2111

静内科 群馬県高崎市小八木町799-1 027-370-0777

耳鼻いんこう科伊藤医院 群馬県高崎市倉賀野町798-12 027-346-2485

清水医院 群馬県高崎市新後閑町12-20 027-322-0534

清水胃腸科内科クリニック 群馬県高崎市町屋町627-1 027-360-4771

清水内科 群馬県高崎市飯塚町703 027-362-2838

下和田クリニック 群馬県高崎市下和田町4丁目7-8 027-322-4998

城南医院 群馬県高崎市下和田町3丁目6-17 027-322-5760

城山クリニック 群馬県高崎市城山町2丁目2-8 027-327-2759

仁静堂医院 群馬県高崎市井野町1223 027-361-4165

善如寺医院 群馬県高崎市倉賀野町453-19 1F 027-346-2382

相馬クリニック 群馬県高崎市下豊岡町142 027-322-5015

そはら内科 群馬県高崎市貝沢町1535-1 027-370-0011

第一病院 群馬県高崎市下小鳥町1277 027-362-1811

高木医院 群馬県高崎市江木町113 027-322-1540

高崎健康福祉大学附属ｸﾘﾆｯｸ 群馬県高崎市南大類町200-2 027-388-8840

高崎中央病院 群馬県高崎市高関町498-1 027-323-2665

高崎乳腺外科クリニック 群馬県高崎市鳥野町1416 027-350-1515

高崎ハートホスピタル 群馬県高崎市中尾町1230 027-361-7200

高崎ペインクリニック 群馬県高崎市柴崎町1497 027-353-0900

高瀬クリニック 群馬県高崎市南大類町885-2 027-353-1156

武山クリニック 群馬県高崎市栄町18-4武山ビル１F 027-322-7027

橘内科医院 群馬県高崎市宮元町273 027-322-3133

中央群馬脳神経外科病院 群馬県高崎市中尾町64-1 027-363-6161

月岡内科医院 群馬県高崎市岩鼻町258-1 027-346-1226

土屋内科医院 群馬県高崎市問屋町2丁目1-1 027-360-3555

つつみ内科クリニック 群馬県高崎市並榎町54-1 027-363-2224

通町診療所 群馬県高崎市通町143-2 027-322-6534

豊岡呼吸器科内科クリニック 群馬県高崎市上豊岡町1037-1 027-340-1159

問屋町クリニック 群馬県高崎市問屋町1丁目8-2 027-388-1032

中澤医院 群馬県高崎市筑縄町34-9 027-361-2996

中島クリニック 群馬県高崎市末広町85-1 027-323-2077

中島内科医院 群馬県高崎市下佐野町14 027-347-3553

なみえクリニック 群馬県高崎市上並榎町417 027-362-5808

西岡医院 群馬県高崎市浜川町1935 027-344-2252

西口おなかのくどう内科 群馬県高崎市鶴見町４－８ 027-386-3321

西村医院 群馬県高崎市昭和町142-6 027-388-1811

庭野クリニック 群馬県高崎市並榎町151-1 027-370-3003

沼野クリニック 群馬県高崎市柳川町15 027-322-2926

野口病院 群馬県高崎市請地町38 027-322-2288

はぎわら内科医院 群馬県高崎市下豊岡町1387-1 027-328-1222

長谷川医院 群馬県高崎市石原町415-2 027-322-4683

長谷川内科医院 群馬県高崎市貝沢町1142-6 027-362-1210

花水木内科 群馬県高崎市下小鳥町93-10 027-329-7007

浜尻クリニック 群馬県高崎市浜尻町216-5 027-363-8311

ひぐち内科クリニック 群馬県高崎市正観寺町208 027-370-1700
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日高病院 群馬県高崎市中尾町886 027-362-6201

ふじえ内科医院 群馬県高崎市上滝町321 027-352-7800

双葉胃腸内科クリニック 群馬県高崎市双葉町9-16 027-388-8592

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

平成日高クリニック 群馬県高崎市中尾町807-1 027-361-1215

細谷クリニック 群馬県高崎市沖町155 027-343-0230

細谷たかさきクリニック 群馬県高崎市南大類町888-1 027-352-8181

ほのぼの診療所 群馬県高崎市八千代町1-17-
15-105 027-386-6385

堀越医院 群馬県高崎市椿町14 027-322-2843

堀越内科クリニック 群馬県高崎市上中居町18 027-323-3653

堀米医院 群馬県高崎市倉賀野町1690 027-346-2336

本多医院 群馬県高崎市下豊岡町327 027-323-8060

真木病院 群馬県高崎市筑縄町71-1 027-361-8411

牧元医院 群馬県高崎市芝塚町1845-2 027-322-3623

正木整形外科医院 群馬県高崎市天神町123 027-363-8188

真下クリニック 群馬県高崎市新保町1103-1 027-370-6511

松岡皮ふ科 群馬県高崎市連雀町89 027-323-1401

松岡医院 群馬県高崎市片岡町1丁目17-31 027-323-0954

松崎医院 群馬県高崎市島野町589 027-352-1278

松本医院 群馬県高崎市相生町35 027-322-5913

水内外科内科医院 群馬県高崎市中豊岡町35-1 027-323-4950

みずの神経内科・
内科クリニック 群馬県高崎市倉賀野町6442 027-395-0888

道又内科クリニック 群馬県高崎市柴崎町1187-2 027-353-6300

道又内科東口診療所 群馬県高崎市栄町14-5 027-395-6356

宮下クリニック 群馬県高崎市新保町1377-1 027-360-5577

もてき脳神経外科 群馬県高崎市上小塙町567 027-343-7788

桃ノ木クリニック 群馬県高崎市八幡町1067-4 027-344-3130

森田クリニック 群馬県高崎市浜川町278-1 027-344-2030

森内科クリニック 群馬県高崎市楽間町31-3 027-343-7568

もんでん内科クリニック 群馬県高崎市天神町115-1 027-384-3701

やなぎさわ整形外科 群馬県高崎市綿貫町318 027-346-7131

山内医院 群馬県高崎市北双葉町7-5 027-322-6338

整形外科やましな医院 群馬県高崎市山名町1548 027-347-0202

やまなクリニック 群馬県高崎市山名町283-1 027-350-5777

やわたクリニック 群馬県高崎市八幡町421 027-343-2247

吉川医院 群馬県高崎市桧物町149 027-323-1802

よしだ消化器内科ｸﾘﾆｯｸ 群馬県高崎市大八木町1797 027-388-1079

吉田内科 群馬県高崎市江木町273-4 027-326-6210

吉浜内科小児科ｸﾘﾆｯｸ 群馬県高崎市鶴見町9-3 027-322-5865

吉村内科医院 群馬県高崎市相生町5 027-322-2226

わかばクリニック 群馬県高崎市剣崎町249-5 027-344-3354

綿貫病院 群馬県高崎市末広町41-1 027-322-2206

アウルこどもクリニック 群馬県桐生市新里町山上690-4 0277-70-2112

阿部医院 群馬県桐生市相生町1-338 0277-53-5411

雨宮内科医院 群馬県桐生市東1-7-12 0277-44-7753

五十嵐内科医院 群馬県桐生市本町2-1-21 0277-22-7043

石川整形外科医院 群馬県桐生市天神町3-5-24 0277-22-8611

石川内科クリニック 群馬県桐生市東5-2-16 0277-47-3014

いずみ内科 群馬県桐生市境野町6-541-2 0277-20-8080

岩下病院 群馬県桐生市本町4-320 0277-22-0151

大澤医院 群馬県桐生市相生町2-407 0277-52-3312
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おりひめ医院 群馬県桐生市織姫町4-33 0277-47-1248

かわうち内科ｸﾘﾆｯｸ 群馬県桐生市川内町3丁目277-1 0277-65-6500

菊地医院 群馬県桐生市琴平町2-47 0277-45-2883

岸病院 群馬県桐生市相生町2-277 0277-54-8949

北川内科クリニック 群馬県桐生市錦町2-12-2 0277-44-7706

木村クリニック 群馬県桐生市本町4-79-1 
島共同ビル102 0277-44-7781

桐生協立診療所 群馬県桐生市相生町2-554-7 0277-53-3911

桐生クリニック 群馬県桐生市広沢町2-3181 0277-54-1350

桐生厚生総合病院 群馬県桐生市織姫町6-3 0277-44-7171

恵愛堂クリニック 群馬県桐生市新里町新川1255-9 0277-74-2311

小暮医院 群馬県桐生市相生町2-847-2 0277-52-6608

小島内科医院 群馬県桐生市新宿3-1-12 0277-44-8919

こんどう整形外科ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科医院 群馬県桐生市仲町2-11-6 0277-44-5066

さかいのクリニック 群馬県桐生市境野町2-617 0277-44-8557

坂本内科医院 群馬県桐生市仲町1-13-30 0277-44-8989

さくらクリニック 群馬県桐生市本町6-375 0277-46-3739

篠原クリニック 群馬県桐生市相生町3-174-22 0277-52-6750

しむらクリニック 群馬県桐生市相生町1-627 0277-52-5253

下山医院分院 群馬県桐生市新里町新川3977 0277-74-3320

下山内科医院 群馬県桐生市新里町新川3987 0277-74-3322

小児科小川醫院 群馬県桐生市東5-6-22 0277-44-6008

城田クリニック 群馬県桐生市天神町3-5-24 0277-22-7211

新宿医院 群馬県桐生市新宿1-13-14 0277-44-5930

関田内科クリニック 群馬県桐生市相生町5-284-21 0277-54-2511

高木病院 群馬県桐生市相生町5-754 0277-53-7711

たかのす診療所 群馬県桐生市川内町2-289-1 0277-65-9229

高橋産婦人科医院 群馬県桐生市相生町2-458 0277-53-8531

武井内科医院 群馬県桐生市広沢町1-2684 0277-53-6060

田中医院 群馬県桐生市広沢町2-3146-5 0277-54-5012

永田医院 群馬県桐生市末広町4-8 0277-22-5122

日新病院 群馬県桐生市菱町3-2069-1 0277-30-3660

はせがわ循環器内科クリニック 群馬県桐生市新宿2-8-26 0277-44-9041

林内科医院 群馬県桐生市川岸町179 0277-45-2072

ひきた小児科クリニック 群馬県桐生市仲町2-7-20 0277-44-3040

藤井医院 群馬県桐生市梅田町1-22-2 0277-32-0666

藤井クリニック 群馬県桐生市川内町4-208 0277-20-3055

藤井内科医院 群馬県桐生市境野町6-1463-1 0277-44-8897

ふじう医院 群馬県桐生市広沢町5-1466 0277-54-3851

藤江醫院 群馬県桐生市本町4-314 0277-22-7777

藤田小児科医院 群馬県桐生市広沢町4-1908-3 0277-52-8289

星野クリニック 群馬県桐生市小曽根町7-18 0277-44-1125

細井内科医院 群馬県桐生市浜松町1-2-5 0277-44-3818

前川内科医院 群馬県桐生市相生町2-455-1 0277-53-4114

前原内科医院 群馬県桐生市天神町1-4-1 0277-22-2417

まろ医院 群馬県桐生市本町3-4-18 0277-44-6031

水谷胃腸科外科医院 群馬県桐生市三吉町2-1-5 0277-45-2525

三丸医院 群馬県桐生市宮本町1-12-11 0277-22-3419

みやざわ整形外科 群馬県桐生市相生町3-515-5 0277-53-1188

宮原内科医院 群馬県桐生市広沢町5-1570 0277-52-7066

村岡醫院 群馬県桐生市本町3-2-28 0277-45-2888

森田クリニック 群馬県桐生市相生町2-231 0277-54-8340
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森の診療所 群馬県桐生市広沢町2-3208-1 0277-47-8118

矢部クリニック 群馬県桐生市錦町1-4-44 0277-45-3711

山口クリニック 群馬県桐生市広沢町6-355 0277-54-4153

山崎医院 群馬県桐生市新宿1-6-5 0277-44-4925

大和病院 群馬県桐生市稲荷町2-9 0277-45-1551

両毛整肢療護園 群馬県桐生市広沢町1-2648-1 0277-54-1182

わたらせﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞｸﾘﾆｯｸ 群馬県桐生市相生町1-220-1 0277-53-3166

会田医院 群馬県みどり市大間々町大間々1063 0277-72-1282

アイダ痛みのクリニック 群馬県みどり市大間々町大間々382-6 0277-30-7077

飯山医院 群馬県みどり市笠懸町鹿2956-3 0277-76-9130

稲葉医院 群馬県みどり市大間々町大間々1572-2 0277-72-1655

小保方医院 群馬県みどり市大間々町大間々964 0277-72-2505

かぶらぎ内科クリニック 群馬県みどり市笠懸町鹿2439-15 0277-70-7575

きたむらクリニック 群馬県みどり市大間々町大間々687-1 0277-30-7577

療育センター　きぼう 群馬県みどり市大間々町大間々22-4 0277-73-2605

くりた医院 群馬県みどり市笠懸町阿左美1321-7 0277-70-7800

クリニック樹 群馬県みどり市笠懸町阿左美1449-5 0277-30-8808

恵愛堂病院 群馬県みどり市大間々町大間々504-6 0277-73-2211

木の実クリニック 群馬県みどり市大間々町大間々2319-3 0277-46-6373

斉藤医院 群馬県みどり市大間々町大間々676 0277-72-1230

志鳥クリニック 群馬県みどり市笠懸町鹿4650 0277-76-9998

須永医院 群馬県みどり市大間々町大間々922 0277-73-5811

関内科医院 群馬県みどり市大間々町大間々1838-8 0277-73-2022

寺田内科小児科医院 群馬県みどり市笠懸町阿左美1896-5 0277-77-1100

東邦病院 群馬県みどり市笠懸町阿左美1155 0277-76-6311

萩原医院 群馬県みどり市大間々町大間々1534 0277-72-1025

花輪診療所 群馬県みどり市東町花輪212-3 0277-97-2009

松井内科医院 群馬県みどり市笠懸町鹿3322-1 0277-70-7610

みどり市国民健康保険診療所 群馬県みどり市笠懸町鹿250 0277-76-2135

みどり病院 群馬県みどり市笠懸町鹿2646-2 0277-76-1110

あおきクリニック 群馬県伊勢崎市馬見塚町1162-1 0270-31-2262

あかぼり高橋内科 群馬県伊勢崎市西久保町1-1361 0270-63-2233

旭ヶ丘診療所 群馬県伊勢崎市間野谷町135-1 0270-70-5111

安堀太田町ｸﾘﾆｯｸ 群馬県伊勢崎市安堀町1904番地5 0270-75-2911

飯野医院 群馬県伊勢崎市東町2517-8 0270-62-0176

石井病院 群馬県伊勢崎市波志江町1152 0270-21-3111

石原医院 群馬県伊勢崎市茂呂町1-552-2 0270-25-1150

伊勢崎佐波医師会病院 群馬県伊勢崎市下植木町481 0270-24-0111

伊勢崎佐波医師会病院
成人病検診ｾﾝﾀｰ診療所 群馬県伊勢崎市下植木町502 0270-26-7878

伊勢崎市民病院 群馬県伊勢崎市連取本町12-1 0270-25-5022

伊勢崎福島病院 群馬県伊勢崎市鹿島町556-2 0270-24-3456

井田医院 群馬県伊勢崎市連取町595 0270-25-0666

宇野内科呼吸器科医院 群馬県伊勢崎市山王町上原334-4 0270-20-5030

大井戸診療所 群馬県伊勢崎市東小保方町4005-1 0270-62-3333

大島病院 群馬県伊勢崎市太田町508-1 0270-25-2428

おおたきクリニック 群馬県伊勢崎市境新栄10-1 0270-50-0117

岡田内科医院 群馬県伊勢崎市波志江町4114-2 0270-26-6633

岡本医院 群馬県伊勢崎市西上之宮町131-1 0270-25-2504

小倉医院 群馬県伊勢崎市上諏訪町2013 0270-25-2850

小田島医院 群馬県伊勢崎市ひろせ町4083-4 0270-24-3668

おない内科クリニック 群馬県伊勢崎市連取町1426-4 0270-25-4868
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片貝クリニック 群馬県伊勢崎市韮塚町1207-3 0270-61-9111

金田整形外科医院 群馬県伊勢崎市東町2658-3 0270-63-0011

上諏訪眼科クリニック 群馬県伊勢崎市上諏訪町1444-5 0270-26-8511

神山クリニック 群馬県伊勢崎市今泉町1-4-10 0270-75-1122

きたはらクリニック 群馬県伊勢崎市美茂呂町3737 0270-30-3288

久保医院 群馬県伊勢崎市若葉町15-14 0270-25-0176

久保医院 群馬県伊勢崎市大正寺町111 0270-32-0258

桒原医院 群馬県伊勢崎市稲荷町108 0270-25-2198

小泉内科・小児科医院 群馬県伊勢崎市上植木本町2651-1 0270-21-1315

小暮内科クリニック 群馬県伊勢崎市三室町4413-1 0270-63-1234

古作クリニック 群馬県伊勢崎市日乃出町1351-8 0270-25-3000

古作クリニック東分院 群馬県伊勢崎市田部井町3-1979-3 0270-61-0366

児島医院 群馬県伊勢崎市今泉町2-418-5 0270-25-0875

小杉内科医院 群馬県伊勢崎市堀口町659-1 0270-31-0088

斎藤内科医院 群馬県伊勢崎市本町5-1 0270-25-0149

佐藤整形外科医院 群馬県伊勢崎市波志江町4137-10 0270-23-5636

さとう内科クリニック 群馬県伊勢崎市乾町233-1 0270-61-8139

しおじまクリニック 群馬県伊勢崎市南千木町5227-7 0270-20-3616

下條内科クリニック 群馬県伊勢崎市連取町2010 0270-21-0021

正田医院 群馬県伊勢崎市境389-1 0270-74-0027

新生産婦人科医院 群馬県伊勢崎市茂呂町2-2878-1 0270-23-1333

鈴木医院 群馬県伊勢崎市八坂町5-8 0270-25-1798

諏訪内科医院 群馬県伊勢崎市国定町2-1835-2 0270-62-3434

せせらぎ病院 群馬県伊勢崎市市場町1-1399 0270-63-6363

セントラルクリニック伊勢崎 群馬県伊勢崎市粕川町1050-1 0270-30-8113

たかの内科医院 群馬県伊勢崎市平和町4-14 0270-25-0143

多賀谷耳鼻咽喉科医院 群馬県伊勢崎市連取町1691-3 0270-21-3387

多賀谷内科医院 群馬県伊勢崎市下道寺町143-1 0270-32-0838

高柳整形外科・歯科クリニック 群馬県伊勢崎市香林町2-863-2 0270-20-8866

田島医院 群馬県伊勢崎市境東97-1 0270-74-0068

田島医院 群馬県伊勢崎市堀下町1289 0270-63-5050

たなか内科消化器科クリニック 群馬県伊勢崎市宮子町3543-8 0270-23-0808

鶴谷病院 群馬県伊勢崎市境百々421 0270-74-0670

徳江内科医院 群馬県伊勢崎市宮子町3625-18 0270-26-6800

糖尿病・内分泌内科
りんごの花クリニック 群馬県伊勢崎市安堀町1865-7 0270-30-3151

都丸内科クリニック 群馬県伊勢崎市富塚町215-7 0270-75-1270

豊受診療所 群馬県伊勢崎市馬見塚町860-1 0270-32-0450

長沼内科クリニック 群馬県伊勢崎市北千木町922-1 0270-21-8880

なぐも内科医院 群馬県伊勢崎市境下武士2651 0270-70-1122

日本健康管理協会
伊勢崎健診ﾌﾟﾗｻﾞ 群馬県伊勢崎市中町655-1 0270-26-7000

脳血管研究所附属
美原記念病院 群馬県伊勢崎市太田町366 0270-24-3355

波志江医院 群馬県伊勢崎市波志江町2055-6 0270-24-2589

羽鳥こども医院 群馬県伊勢崎市南千木町5215-4 0270-21-3535

原内科医院 群馬県伊勢崎市宮前町117-1 0270-21-3577

原病院 群馬県伊勢崎市境上武士898-1 0270-74-0633

ひかりクリニック 群馬県伊勢崎市間野谷町1114 0270-20-2525

平野クリニック 群馬県伊勢崎市田中島町1461-4 0270-22-1717

笛木外科胃腸科 群馬県伊勢崎市西久保町2-365-2 0270-62-5678

星野小児科医院 群馬県伊勢崎市下植木町980-66 0270-24-2858

ほそい医院 群馬県伊勢崎市波志江町2695-1 0270-23-8878

本多外科医院 群馬県伊勢崎市東上之宮町321-1 0270-23-8830
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松澤外科医院 群馬県伊勢崎市上諏訪町2114-5 0270-30-1010

松田医院 群馬県伊勢崎市田中島町1186 0270-61-9515

まゆ玉クリニック 群馬県伊勢崎市長沼町2664-1 0270-40-3511

美原診療所 群馬県伊勢崎市大手町1-1 0270-25-0112

宮崎クリニック 群馬県伊勢崎市今泉町1-1580 0270-20-7881

茂木医院 群馬県伊勢崎市野町72-1 0270-62-0187

望月内科医院 群馬県伊勢崎市国定町1-1122-1 0270-63-0002

もりむら内科 群馬県伊勢崎市連取町364-2 0270-75-6201

やまぐち内科医院 群馬県伊勢崎市茂呂町2-2937 0270-30-3500

山崎整形外科内科医院 群馬県伊勢崎市堀口町106-1 0270-32-3411

山田外科内科医院 群馬県伊勢崎市東本町45 0270-25-1986

山田内科クリニック 群馬県伊勢崎市大手町24-8 0270-23-6666

ゆうあいクリニック 群馬県伊勢崎市下触町757-3 0270-30-7007

余沢医院 群馬県伊勢崎市日乃出町5-5 0270-24-9737

渡辺内科クリニック 群馬県伊勢崎市連取元町23-2 0270-21-9777

五十嵐医院下之宮出張 群馬県佐波郡玉村町大字下之宮421-1 0270-64-2288

宇津木医院 群馬県佐波郡玉村町大字藤川198-2 0270-64-7878

古作クリニック玉村分院 群馬県佐波郡玉村町大字樋越178-7 0270-50-3770

資生クリニック 群馬県佐波郡玉村町上茂木470-1 0270-50-0800

すこやかクリニック 群馬県佐波郡玉村町小泉34 0270-64-8033

たまむら中央クリニック 群馬県佐波郡玉村町大字上之手1636-1 0270-64-6880

角田病院 群馬県佐波郡玉村町上新田675-4 0270-65-7171

ひぐち内科歯科クリニック 群馬県佐波郡玉村町福島１０８０－１ 0270-50-3733

ひらが脳神経外科 群馬県佐波郡玉村町大字角渕5067 0270-30-2121

ゆのきこどもクリニック 群馬県佐波郡玉村町福島501-11 0270-64-2325

あおぞら内科リウマチ科クリニック 群馬県太田市新道町37-3 0276-55-2590

新井診療所 群馬県太田市新井町532-10 0276-46-1850

荒木医院 群馬県太田市新田村田町442-1 0276-57-2722

有坂医院 群馬県太田市龍舞町2072 0276-45-3681

飯塚医院 群馬県太田市新田木崎町620-1 0276-56-1040

五十嵐医院 群馬県太田市大原町701 0277-78-2405

石田整形外科医院 群馬県太田市由良町100-1 0276-32-6566

伊藤内科小児科クリニック 群馬県太田市飯塚町68-1 0276-46-3311

岩崎医院 群馬県太田市新井町206 0276-45-5818

うがじんクリニック 群馬県太田市飯塚町685-10 0276-40-1414

えはら内科クリニック 群馬県太田市下小林町534-3 0276-60-2340

大沢医院 群馬県太田市新田木崎町817 0276-56-7369

大島胃腸科内科クリニック 群馬県太田市新野町1249-1 0276-33-7500

太田記念病院 群馬県太田市大島町455-1 0276-55-2370

太田協立診療所 群馬県太田市石原町927 0276-45-4911

太田西部診療所 群馬県太田市米沢町80-2 0276-32-0301

太田糖尿病クリニック 群馬県太田市南矢島町907-1 0276-55-6611

太田ハートクリニック 群馬県太田市藤阿久町333-1 0276-57-6181

おおた泌尿器科・内科クリニック 群馬県太田市東矢島町78 0276-38-8833

太田南クリニック 群馬県太田市細谷町165-1 0276-57-8927

荻野整形外科クリニック 群馬県太田市南矢島町467-2 0276-38-0867

尾島クリニック 群馬県太田市粕川町331-1 0276-40-7171

春日医院 群馬県太田市本町32-12 0276-22-2257

金子クリニック 群馬県太田市岩瀬川町471-5 0276-30-2626

鹿山整形外科医院 群馬県太田市飯田町1098 0276-45-0511

川田クリニック 群馬県太田市由良町1622-11 0276-33-7755
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木崎クリニック 群馬県太田市新田木崎町1114-3 0276-56-7770

くつなクリニック 群馬県太田市由良町886-1 0276-60-4475

くろいわ内科・呼吸器科クリニック 群馬県太田市上田島町949-7 0276-32-9618

剣持整形外科 群馬県太田市東本町42-1 0276-25-2537

宏愛会第一病院 群馬県太田市六千石町99-63 0277-78-1555

小島医院 群馬県太田市熊野町8-9 0276-25-0378

小林クリニック 群馬県太田市世良田町1574-1 0276-60-7560

喜多村クリニック 群馬県太田市東本町40-30 0276-26-1000

坂本胃腸科医院 群馬県太田市大原町1061-9 0277-40-4111

さやかクリニック 群馬県太田市本町23-24 0276-55-1365

さわのクリニック 群馬県太田市牛沢町1086-1 0276-60-5050

椎名内科医院 群馬県太田市矢場新町118-2 0276-45-8699

しのはらクリニック 群馬県太田市世良田町468-1 0276-52-5501

しむら整形外科 群馬県太田市新田大根町1205-2 0276-57-8835

下浜田クリニック 群馬県太田市下浜田町1264-1 0276-47-7330

秀クリニック 群馬県太田市高林北町2030-1 0276-38-1137

正田医院 群馬県太田市南矢島町726-3 0276-38-5511

城山病院 群馬県太田市飯塚町1 0276-46-0311

杉立医院 群馬県太田市台之郷町1713-1 0276-46-9345

杉田内科医院 群馬県太田市鳥山上町1536-3 0276-37-7338

鈴木医院 群馬県太田市新田早川町343 0276-56-7876

関口医院 群馬県太田市牛沢町179 0276-38-0358

高沢胃腸科外科 群馬県太田市新井町567-1 0276-45-1133

たから女性クリニック 群馬県太田市由良町2340-1 0276-32-2159

宝診療所 群馬県太田市宝町379 0276-31-8200

たきざわ医院 群馬県太田市新田赤堀町434-25 0276-55-1010

竹内医院 群馬県太田市飯田町203-2 0276-30-0001

谷口クリニック 群馬県太田市城西町765-15 0276-33-7756

土屋クリニック 群馬県太田市細谷町1405-2 0276-33-7250

登田医院 群馬県太田市八幡町11-6 0276-25-5556

中野医院 群馬県太田市成塚町150-85 0276-37-5800

成田医院 群馬県太田市東本町12-17 0276-22-2096

服部・えびすさまクリニック 群馬県太田市飯塚町985-1 0276-55-3111

平原内科・消化器科 群馬県太田市小舞木町226 0276-45-3891

深川クリニック 群馬県太田市小舞木町415 0276-45-0133

冨士ケ丘病院 群馬県太田市熊野町38-81 0276-22-1281

堀江病院 群馬県太田市高林東町1800 0276-38-1215

堀越医院 群馬県太田市鳥山下町871-1 0276-22-2660

ほんまち診療所 群馬県太田市大原町531-3 0277-78-2254

みのわクリニック 群馬県太田市由良町93-3 0276-40-4888

もとじま整形外科・糖尿病内科 群馬県太田市新野町1160 0276-33-9777

本島総合病院 群馬県太田市西本町3-8 0276-22-7131

もとはしクリニック 群馬県太田市別所町98-3 0276-31-5071

山岸内科医院 群馬県太田市飯塚町1584 0276-45-1580

山口医院 群馬県太田市台之郷町257 0276-45-8818

山口外科医院 群馬県太田市西本町57-33 0276-31-3561

山田クリニック 群馬県太田市上小林町193 0276-40-2121

横室医院 群馬県太田市尾島町112 0276-52-0502

和賀クリニック 群馬県太田市大原町82-273 0277-20-4370

綿打診療所 群馬県太田市新田上田中町556 0276-56-3366

渡辺クリニック 群馬県太田市飯田町985 0276-40-1811
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あすなろクリニック 群馬県高崎市棟高町1675-550 027-372-8060

いたがき内科クリニック 群馬県高崎市中泉町602-2 027-372-8822

今井内科小児科 群馬県高崎市箕郷町柏木沢2356-3 027-371-6900

宇都木医院 群馬県高崎市西国分町139-3 027-372-1404

おおいクリニック 群馬県高崎市菅谷町847-7 027-310-0101

狩野外科医院 群馬県高崎市金古町230 027-373-1310

上芝ﾌｧﾐﾘｰｸﾘﾆｯｸ 群馬県高崎市箕郷町上芝183-3 027-360-7235

関越中央病院 群馬県高崎市北原町71 027-373-5115

岸医院 群馬県高崎市足門町1529 027-373-1811

群馬病院 群馬県高崎市稲荷台町136 027-373-2251

県央医科歯科クリニック 群馬県高崎市中泉町610-2 027-372-1231

佐藤医院 群馬県高崎市下室田町920-2 027-374-3361

佐藤医院 群馬県高崎市箕郷町生原1081-5 027-371-7577

三愛クリニック 群馬県高崎市金古町1758 027-373-3111

下田内科胃腸科 群馬県高崎市箕郷町西明屋380 027-371-5182

じゅん内科 群馬県高崎市井出町1548-5 027-388-0477

須賀内科医院 群馬県高崎市棟高町1068-14 027-373-8283

砂長胃腸科外科医院 群馬県高崎市稲荷台町1305-1 027-373-2263

地域ｹｱｾﾝﾀｰ診療所 群馬県高崎市北原町29 027-373-4088

土岐医院 群馬県高崎市本郷町65-1 027-343-6003

土岐内科医院 群馬県高崎市上里見町1650-1 027-374-1278

永井外科胃腸科 群馬県高崎市箕郷町上芝273-1 027-371-5555

二之沢病院 群馬県高崎市足門町142-1 027-373-2215

野邑医院 群馬県高崎市倉渕町三ノ倉502-5 027-378-3213

林クリニック 群馬県高崎市棟高町889-13 027-373-1615

はるな郷診療所 群馬県高崎市箕郷町松之沢333 027-371-2489

榛名荘病院 群馬県高崎市中室田町5989 027-374-1135

ふるしま医院 群馬県高崎市下里見町1424 027-360-8100

細谷医院 群馬県高崎市本郷町1443-1 027-343-6010

箕郷いずみクリニック 群馬県高崎市箕郷町矢原１２－１ 027-371-8500

みさと診療所 群馬県高崎市箕郷町上芝628-1 027-350-6080

みなぐち医院 群馬県高崎市下里見町268-1 027-340-3103

吉原クリニック 群馬県高崎市中泉町649-1 027-360-6600

青い鳥ファミリークリニック 群馬県渋川市行幸田28-5 0279-26-2681

赤城開成クリニック 群馬県渋川市赤城町三原田826-10 0279-20-6500

有馬クリニック 群馬県渋川市有馬字前田1191-3 0279-24-8818

井口医院 群馬県渋川市金井1284-6 0279-25-1100

石北医院 群馬県渋川市渋川1592 0279-22-1378

いずみ医院 群馬県渋川市渋川2194-2 0279-25-1388

入内島内科医院 群馬県渋川市半田545-2 0279-60-7322

上之原病院 群馬県渋川市北橘町上南室167-5 0279-52-2221

大谷内科クリニック 群馬県渋川市中村180 0279-20-1881

神山内科医院 群馬県渋川市渋川892-23 0279-22-2181

川島医院 群馬県渋川市渋川1770 0279-22-2421

川島内科クリニック 群馬県渋川市渋川1770-1 0279-23-2001

北関東循環器病院 群馬県渋川市北橘町下箱田740 027-232-7111

慶生医院 群馬県渋川市渋川1829-21 0279-22-0210

厚成医院 群馬県渋川市石原210-8 0279-22-1060

斎藤内科外科クリニック 群馬県渋川市金井932-4 0279-22-1678

佐藤医院 群馬県渋川市北橘町真壁1372 0279-52-3003

渋川中央病院 群馬県渋川市石原508-1 0279-25-1711
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関口病院 群馬県渋川市渋川1693-12 0279-22-2378

高野外科胃腸科医院 群馬県渋川市渋川1934-21 0279-24-2454

塚越クリニック 群馬県渋川市渋川3902-5 0279-60-7700

とまるクリニック 群馬県渋川市金井599-1 0279-26-7711

中野医院 群馬県渋川市渋川893-33 0279-22-1219

奈良内科医院 群馬県渋川市渋川2078-21 0279-25-1155

原沢医院 群馬県渋川市伊香保町伊香保539-7 0279-72-2503

榛名病院 群馬県渋川市渋川3658-20 0279-22-1970

ふるまき内科医院 群馬県渋川市八木原1129-1 0279-25-8881

北毛病院 群馬県渋川市有馬237-1 0279-24-1234

本沢医院 群馬県渋川市石原208-1 0279-23-6411

みゆきだ内科医院 群馬県渋川市行幸田342-9 0279-60-6070

森医院 群馬県渋川市石原208-4 0279-23-8733

湯浅内科クリニック 群馬県渋川市渋川1824-21 0279-20-1311

痛みのｸﾘﾆｯｸ長谷川医院 群馬県吉岡町大久保1406-4 0279-30-5055

井野整形外科リハビリ内科 群馬県吉岡町南下917-2 0279-30-5255

大井内科クリニック 群馬県吉岡町北下1126-1 0279-30-5575

大滝クリニック 群馬県吉岡町大久保795-3 0279-30-5800

岡本内科クリニック 群馬県吉岡町大久保3457 0279-20-5353

佐藤医院 群馬県吉岡町下野田811 0279-54-2756

関口医院 群馬県吉岡町下野田686-1 0279-55-5122

田中病院 群馬県吉岡町大字陣場98 0279-54-2106

榛東さいとう医院 群馬県榛東村新井1182-2 0279-54-1055

榛東わかばクリニック 群馬県榛東村山子田1369-1 0279-20-5531

あいおいクリニック 群馬県藤岡市藤岡2113-1 0274-24-8811

アイリス診療所 群馬県藤岡市森264-4 0274-22-2542

秋山医院 群馬県藤岡市小林748-8 0274-22-8315

飯田整形外科医院 群馬県藤岡市篠塚562 0274-22-5770

飯塚クリニック 群馬県藤岡市下戸塚185-4 0274-40-7700

石川医院 群馬県藤岡市立石560-1 0274-40-2535

くすの木病院 群馬県藤岡市藤岡607-22 0274-24-3111

栗原胃腸科外科医院 群馬県藤岡市神田龍源寺144-1 0274-40-2299

公立藤岡総合病院 群馬県藤岡市中栗須813-1 0274-22-3311

小山医院 群馬県藤岡市中171-3 0274-20-1200

斎藤医院 群馬県藤岡市藤岡1545-17 0274-22-0765

さわだ医院 群馬県藤岡市岡之郷685-1 0274-43-1888

篠塚病院 群馬県藤岡市篠塚105-1 0274-23-9261

しののめクリニック 群馬県藤岡市中栗須485-5 0274-22-8851

島田クリニック 群馬県藤岡市中大塚172-7 0274-23-0005

しろやしき内科 群馬県藤岡市藤岡1763-3 0274-50-8320

すぎやまﾒﾃﾞｨｶﾙｸﾘﾆｯｸ 群馬県藤岡市下大塚180-11 0274-20-1666

田原内科クリニック 群馬県藤岡市藤岡694-1 0274-23-2552

戸塚クリニック 群馬県藤岡市上栗須63-1 0274-20-1800

中田医院 群馬県藤岡市藤岡1144-3 0274-22-0385

根岸産婦人科小児科医院 群馬県藤岡市中栗須86 0274-24-1111

原内科クリニック 群馬県藤岡市下戸塚33-1 0274-40-2255

光病院 群馬県藤岡市本郷1045 0274-24-1234

深沢内科医院 群馬県藤岡市上戸塚142-1 0274-22-6555

藤岡外科内科クリニック 群馬県藤岡市中栗須238-1 0274-22-1356

藤岡市国民健康保険鬼石病院 群馬県藤岡市鬼石139-1 0274-52-3121

星野医院 群馬県藤岡市藤岡857-3 0274-22-0116
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薬師寺整形外科クリニック 群馬県藤岡市下栗須9-2 0274-20-1555

やまうち内科 群馬県藤岡市藤岡424-7 0274-24-5792

山崎外科医院 群馬県藤岡市藤岡2351 0274-22-1331

よしだ内科クリニック 群馬県藤岡市白石840-2 0274-50-8958

大久保医院 群馬県高崎市新町2846 0274-42-0100

関口医院 群馬県高崎市新町2273-7 0274-42-0251

野中医院 群馬県高崎市新町2136-6 0274-42-0219

野村医院 群馬県高崎市新町1295-5 0274-42-5500

飯塚外科医院 群馬県高崎市吉井町吉井川353 027-387-2711

川上医院 群馬県高崎市吉井町吉井129-2 027-387-2718

田路クリニック 群馬県高崎市吉井町馬庭571-1 027-388-3527

日高リハビリテーション病院 群馬県高崎市吉井町馬庭2204 027-388-2005

ヒロ循環器科胃腸科クリニック 群馬県高崎市吉井町長根1816 027-387-1122

松本医院 群馬県高崎市吉井町吉井156 027-387-2712

吉井中央診療所 群馬県高崎市吉井町吉井415-1 027-387-5889

神流町国民健康保険中里診療所 群馬県神流町神ケ原430-1 0274-58-2201

万場診療所 群馬県神流町万場44-3 0274-57-2018

上野村へき地診療所 群馬県上野村乙父630-1 0274-59-2034

青葉クリニック 群馬県富岡市七日市676-7 0274-62-0822

アライクリニック 群馬県富岡市富岡1423 0274-62-1521

石川胃腸科医院 群馬県富岡市富岡77 0274-62-1002

大竹外科胃腸科 群馬県富岡市田篠947 0274-64-0808

神部医院 群馬県富岡市富岡1122 0274-62-0058

久保田クリニック 群馬県富岡市中高瀬138-1 0274-89-1160

小泉医院 群馬県富岡市富岡891 0274-62-0039

香内医院 群馬県富岡市七日市555-1 0274-62-3210

公立富岡総合病院 群馬県富岡市富岡2073-1 0274-63-2111

こすげﾚﾃﾞｨｽｸﾘﾆｯｸ 群馬県富岡市富岡1494-1 0274-62-0275

コマチクリニック 群馬県富岡市相野田469 0274-62-5011

須藤医院 群馬県富岡市七日市1083-1 0274-63-1461

西毛病院 群馬県富岡市神農原559-1 0274-62-3156

高井クリニック 群馬県富岡市富岡3074-1 0274-60-1500

滝田医院 群馬県富岡市富岡1473-8 0274-62-2511

たけべ医院 群馬県富岡市一ノ宮1635 0274-67-5500

田村医院 群馬県富岡市七日市1662-2 0274-64-2065

富岡成清医院 群馬県富岡市七日市599-6 0274-62-2701

保阪医院 群馬県富岡市七日市1621番地2 0274-67-5733

細谷医院 群馬県富岡市富岡1048 0274-62-0388

細谷クリニック 群馬県富岡市富岡1375 0274-62-4321

宮崎医院 群馬県富岡市下高瀬298-7 0274-60-1919

村田内科医院 群馬県富岡市一ノ宮162-1 0274-62-2053

ゆうあい整形外科 群馬県富岡市曽木543 0274-67-5211

和田クリニック 群馬県富岡市七日市450-1 0274-67-5522

大沢クリニック 群馬県下仁田町大字馬山5915-1 0274-60-3030

下仁田厚生病院 群馬県下仁田町大字下仁田409 0274-82-3555

本宿診療所 群馬県下仁田町本宿3712-3 0274-84-2215

安藤医院 群馬県甘楽町福島110-5 0274-74-7717

奥村クリニック 群馬県甘楽町福島750-2 0274-74-7182

小幡医院 群馬県甘楽町小幡966 0274-74-2018

こがはらクリニック 群馬県甘楽町白倉622-1 0274-70-4066

篠原整形外科医院 群馬県甘楽町福島1151 0274-74-2227
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庭谷クリニック 群馬県甘楽町大字庭谷468-1 0274-89-4005

原医院 群馬県甘楽町金井南453 0274-74-5656

アミヤ医院 群馬県安中市原市1431-3 027-385-1511

あやこまごころ診療所 群馬県安中市磯部4-13-18 027-388-1180

有坂内科医院 群馬県安中市安中1-29-1 027-381-0485

いのうえ整形外科内科ｸﾘﾆｯｸ 群馬県安中市原市628 027-380-1717

いわい中央クリニック 群馬県安中市岩井2465-1 027-381-2201

おにかた医院 群馬県安中市下後閑1635 027-385-1351

くろさわ医院 群馬県安中市松井田町松井田903-1 027-393-5311

公立碓氷病院 群馬県安中市原市1-9-10 027-385-8221

櫻井内科医院 群馬県安中市郷原130-5 027-385-8551

さるや内科医院 群馬県安中市松井田町人見1104-1 027-384-3681

正田病院 群馬県安中市安中1-16-32 027-382-1123

城田医院 群馬県安中市磯部1-19-4 027-385-7858

須藤病院 群馬県安中市安中3532-5 027-382-3131

田口医院 群馬県安中市松井田町松井田372 027-393-1731

武井内科循環器科 群馬県安中市松井田町松井田831-1 027-393-1005

ながしま小児科 群馬県安中市下磯部1019-1 027-382-6063

半田内科医院 群馬県安中市原市2-8-3 027-385-6031

藤巻医院 群馬県安中市松井田町松井田556 027-393-1324

堀口医院 群馬県安中市安中2-9-15 027-381-0229

本多病院 群馬県安中市鷺宮205-1 027-382-1255

松井田病院 群馬県安中市松井田町新堀1300-1 027-393-1301

みやぐち医院 群馬県安中市原市3875 027-384-1126

もてき内科医院 群馬県安中市原市4-3-15 027-382-2510

吾妻脳神経外科循環器科 群馬県東吾妻町原町760-1 0279-68-5211

大戸診療所 群馬県東吾妻町大戸13-1 0279-69-3214

小池医院 群馬県東吾妻町岩下1749 0279-67-2030

原町赤十字病院 群馬県東吾妻町大字原町698 0279-68-2711

東吾妻町国民健康保険診療所 群馬県東吾妻町箱島1266-2 0279-59-3010

中山診療所 群馬県高山村大字中山230-1 0279-70-5007

草津外科内科クリニック 群馬県草津町草津249-36 0279-88-9660

草津こまくさ病院 群馬県草津町草津464-701 0279-88-4321

布施医院 群馬県草津町草津462-58 0279-88-2030

吾妻さくら病院 群馬県中之条町伊勢町782-1 0279-75-3055

六合診療所 群馬県中之条町入山1478-5 0279-95-5711

群馬県医師会群馬
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院 群馬県中之条町上沢渡2136 0279-66-2121

けんもち医院 群馬県中之条町伊勢町837-1 0279-75-5155

後藤医院 群馬県中之条町西中之条643-2 0279-75-2230

しまだ医院 群馬県中之条町伊勢町28-1 0279-76-3435

四万へき地診療所 群馬県中之条町大字四万国有林30林班ｲ小班 0279-64-2136

田島病院 群馬県中之条町中之条町1782 0279-75-3350

櫻井医院 群馬県長野原町長野原1585-1 0279-82-3999

長生病院 群馬県長野原町長野原71 0279-82-2188

長野原町へき地診療所 群馬県長野原町大字応桑1449-2 0279-85-2259

桜井クリニック 群馬県嬬恋村大字西窪30-3 0279-97-3800

嬬恋村国民健康保険診療所 群馬県嬬恋村大字三原458-1 0279-97-3020

青木クリニック 群馬県沼田市高橋場町2048-3 0278-24-1122

石田医院 群馬県沼田市馬喰町1214 0278-22-2477

内田病院 群馬県沼田市久屋原町345-1 0278-23-1231

江森内科医院 群馬県沼田市西倉内町588 0278-20-1001

群馬県16



実施機関名 所在地 電話番号

かないクリニック 群馬県沼田市西原新町92 0278-22-1166

金子医院 群馬県沼田市白沢町平出765 0278-53-2008

久保産婦人科医院 群馬県沼田市高橋場町2031-4 0278-23-1360

こうだ医院 群馬県沼田市材木町156 0278-22-5333

国立病院機構沼田病院 群馬県沼田市上原町1551-4 0278-23-2181

さこだクリニック 群馬県沼田市坊新田町1029-1 0278-25-9111

塩崎医院 群馬県沼田市清水町4211 0278-22-2451

白根クリニック 群馬県沼田市薄根町3300-1 0278-24-1701

皇海診療所 群馬県沼田市利根町大楊969 0278-50-8133

つのだ医院 群馬県沼田市久屋原町114-1 0278-25-3111

角田外科医院 群馬県沼田市上原町1555-3 0278-22-4936

利根中央診療所 群馬県沼田市西原新町1864-2 0278-24-1202

利根中央病院 群馬県沼田市沼須町910-1 0278-22-4321

沼田クリニック 群馬県沼田市栄町61-3 0278-22-1188

沼田脳神経外科循環器科病院 群馬県沼田市栄町8 0278-22-5052

パース整形外科クリニック 群馬県沼田市下久屋町940-1 0278-23-0678

光整形外科 群馬県沼田市東倉内町219-8 0278-24-0123

藤塚医院 群馬県沼田市下川田町530 0278-22-3263

藤塚クリニック 群馬県沼田市高橋場町2150-11 0278-23-7300

松田耳鼻咽喉科医院 群馬県沼田市東原新町1538-17 0278-23-3387

矢内整形外科医院 群馬県沼田市薄根町4062-3 0278-23-8711

森下診療所 群馬県昭和村森下1024 0278-24-6000

たかだクリニック 群馬県みなかみ町下牧188-2 0278-25-3000

竹内医院 群馬県みなかみ町下津2095 0278-62-1677

月夜野病院 群馬県みなかみ町真庭316 0278-62-2011

山本医院 群馬県みなかみ町湯宿温泉573 0278-64-0440

片品診療所 群馬県片品村大字鎌田3946-67 0278-58-3910

星野医院 群馬県片品村鎌田3973 0278-58-2018

川場診療所 群馬県川場村谷地2077-1 0278-52-2014

公益社団法人ほたか
会群馬バース病院 群馬県川場村大字生品1861 0278-52-2141

うえの医院 群馬県館林市赤生田町1828-5 0276-72-3330

宇沢整形外科 群馬県館林市松原1-10-30 0276-74-8761

岡田整形外科クリニック 群馬県館林市朝日町6-18 0276-72-3163

小曽根整形外科 群馬県館林市松沼町29-27 0276-72-7707

神尾内科医院 群馬県館林市緑町1-25-8 0276-75-1288

川島脳神経外科医院 群馬県館林市岡野町374 0276-75-5511

県西在宅ｸﾘﾆｯｸ舘林 群馬県館林市新栄町1933-1 0276-55-3818

ごが内科楡クリニック 群馬県館林市栄町10-31-1F 0276-73-7587

後藤内科医院 群馬県館林市西本町5-23 0276-72-0134

さくま内科胃腸科クリニック 群馬県館林市松原2丁目14-26 0276-55-2500

さくらクリニック 群馬県館林市木戸町596-5 0276-72-3855

澤田皮膚外科 群馬県館林市新宿2-4-36 0276-70-7703

新橋病院 群馬県館林市下三林町452 0276-75-3011

菅沼医院 群馬県館林市大手町11-34 0276-72-9090

高橋クリニック 群馬県館林市本町2-10-7 0276-75-7772

多々良診療所 群馬県館林市西高根町44-3 0276-72-3060

館林記念病院 群馬県館林市台宿町7-18 0276-72-3155

つつじメンタルホスピタル 群馬県館林市小桑原町1505 0276-80-2111

土井ﾚﾃﾞｨｽｸﾘﾆｯｸ 群馬県館林市苗木町2599-128 0276-72-8841

長谷川クリニック 群馬県館林市松原2-14-51 0276-80-3311

ハートクリニック 群馬県館林市富士見町4-23 0276-71-8810
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はまだクリニック 群馬県館林市赤土町119-2 0276-80-1100

堀井乳腺外科クリニック 群馬県館林市北成島町2645-4 0276-55-2100

堀越医院 群馬県館林市北成島町513 0276-73-4151

松井内科医院 群馬県館林市日向町523-7 0276-75-9880

真中医院 群馬県館林市本町3-4-5 0276-72-1630

最上胃腸科外科 群馬県館林市朝日町4-1 0276-74-3763

森下内科医院 群馬県館林市花山町16-5 0276-73-7776

吉田内科クリニック 群馬県館林市楠町1182-1 0276-70-7117

いたくら内科クリニック 群馬県板倉町朝日野1-14-2 0276-70-4080

井上整形外科医院 群馬県板倉町板倉2216 0276-82-1131

ふじの木整形・
内科クリニック 群馬県板倉町飯野1405 0276-91-4070

井上医院 群馬県邑楽町中野213 0276-88-6300

おうら病院 群馬県邑楽町篠塚3233-1 0276-88-5678

かさはら内科医院 群馬県邑楽町中野1845-7 0276-55-2537

加藤医院 群馬県邑楽町光善寺275-2 0276-89-1031

金丸内科医院 群馬県邑楽町狸塚1061 0276-88-3200

小林内科医院 群馬県邑楽町篠塚1935-2 0276-88-8278

田沼内科医院 群馬県邑楽町大字中野2867-3 0276-88-7522

寺内医院 群馬県邑楽町赤堀1031 0276-88-1511

藤原医院 群馬県邑楽町明野30-6 0276-88-7797

阿部医院 群馬県大泉町吉田2994-1 0276-62-5428

新井内科クリニック 群馬県大泉町仙石4-40-9 0276-20-1220

須田内科医院 群馬県大泉町仙石2-16-7 0276-63-1414

高木整形外科 群馬県大泉町いずみ2-1-1 0276-62-6611

たなか医院 群馬県大泉町住吉55-16 0276-62-2881

蜂谷病院 群馬県大泉町朝日4-11-1 0276-63-0888

富士クリニックペインクリニック 群馬県大泉町富士3-13-8 0276-20-1971

ましも内科・胃腸科 群馬県大泉町城之内1-4-1 0276-62-2025

黛泌尿器科内科医院 群馬県大泉町坂田1619-3 0276-63-7800

三浦医院 群馬県大泉町北小泉3-11-6 0276-62-2917

みづほクリニック 群馬県大泉町西小泉5-9-22 1階 0276-20-1122

湯沢医院 群馬県大泉町西小泉2-5-15 0276-62-2209

小西医院 群馬県千代田町赤岩西4-5 0276-86-2261

千代田医院 群馬県千代田町大字赤岩1773-1 0276-86-6080

竹越医院 群馬県明和町新里435-1 0276-84-3137

福田ペインクリニック 群馬県明和町大佐貫588-1 0276-84-1233

明和セントラル病院 群馬県明和町中谷331-1 0276-84-1234
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