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地域 地区 医療機関名 住所 電話番号
北 たかの内科医院 伊勢崎市平和町4-14 0270-25-0143

北 美原診療所 伊勢崎市大手町1-1 0270-25-0112

北 山田内科クリニック 伊勢崎市大手町24-8 0270-23-6666

南 久保医院 伊勢崎市若葉町15-14 0270-25-0176

南 斎藤内科医院 伊勢崎市本町5-1 0270-25-0149

南 鈴木医院 伊勢崎市八坂町5-8 0270-25-1798

殖蓮 伊勢崎クリニック 伊勢崎市上植木本町2490-1 0270-61-8712

殖蓮 小泉内科小児科医院 伊勢崎市上植木本町2651-2 0270-21-1315

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

殖蓮 原内科医院 伊勢崎市宮前町117-1 0270-21-3577

殖蓮 松澤外科医院 伊勢崎市上諏訪町2114-5 0270-30-1010

殖蓮 山田外科内科医院 伊勢崎市東本町45 0270-25-1986

殖蓮 余沢医院 伊勢崎市日乃出町5-5 0270-24-9737

茂呂 石原医院 伊勢崎市茂呂町1-552-2 0270-25-1150

茂呂 小田島医院 伊勢崎市ひろせ町4083-4 0270-24-3668

茂呂 神山クリニック 伊勢崎市今泉町1-4-10 0270-75-1122

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

茂呂 児島医院 伊勢崎市今泉町2-418-5 0270-25-0875

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

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

茂呂 長沼内科クリニック 伊勢崎市北千木町992-1 0270-21-8880

茂呂 Neoこどもクリニック 伊勢崎市茂呂町2-2869 0270-21-1113

茂呂 宮崎クリニック 伊勢崎市今泉町1-1580 0270-20-7881

茂呂 やまぐち内科医院 伊勢崎市茂呂町2-3512-7 0270-30-3500

三郷 りんごの花クリニック 伊勢崎市安堀町1865-7 0270-30-3151

三郷 安堀太田町クリニック 伊勢崎市安堀町1904-5 0270-75-2911

三郷 石井病院 伊勢崎市波志江町1152 0270-21-3111

三郷 大島病院 伊勢崎市太田町508-1 0270-25-2428

三郷 岡田内科医院 伊勢崎市波志江町4114-2 0270-26-6633

三郷 佐藤小児科医院 伊勢崎市太田町1083-5 0270-24-7111

三郷 さとう内科クリニック 伊勢崎市乾町233-1 0270-61-8139

三郷 波志江医院 伊勢崎市波志江町2055-6 0270-24-2589

三郷 ほそい医院 伊勢崎市波志江町2695-1 0270-23-8878

三郷 美原記念病院 伊勢崎市太田町366 0270-24-3355

宮郷 いしかわ哲也クリニック 伊勢崎市田中町89-1 0270-61-5516

宮郷 井田医院 伊勢崎市連取町595 0270-25-0666

宮郷 おない内科クリニック 伊勢崎市連取町1426-4 0270-25-4868

宮郷 桒原医院 伊勢崎市稲荷町108 0270-25-2198

宮郷 下條内科クリニック 伊勢崎市連取町2010 0270-21-0021

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

宮郷 徳江内科医院 伊勢崎市宮子町3625-18 0270-26-6800

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

宮郷 松田医院 伊勢崎市田中島町1186 0270-61-9515

宮郷 もりむら内科 伊勢崎市連取町364-2 0270-75-6201

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

名和 宇野内科呼吸器科医院 伊勢崎市山王町上原334-3 0270-20-5030

名和 片貝クリニック 伊勢崎市韮塚町1207-3 0270-61-9111

名和 小杉内科医院 伊勢崎市堀口町659-1 0270-31-0088

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

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

豊受 久保医院(大正寺町) 伊勢崎市大正寺町111-1 0270-32-0258

豊受 多賀谷内科医院 伊勢崎市下道寺町143-1 0270-32-0838

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

伊勢崎市



豊受 豊受診療所 伊勢崎市馬見塚町860-1 0270-32-0450

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

赤堀 せせらぎ病院 伊勢崎市市場町1-1399 0270-63-6363

赤堀 髙柳整形外科・歯科クリニック 伊勢崎市香林町2-863-2 0270-20-8866

赤堀 田島医院 伊勢崎市堀下町1289 0270-63-5050

赤堀 ひかりクリニック 伊勢崎市間野谷町1114 0270-20-2525

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

赤堀 茂木医院 伊勢崎市野町72-1 0270-62-0187

あずま 飯野医院 伊勢崎市東町2517-8 0270-62-0176

あずま 大井戸診療所 伊勢崎市東小保方町4005-1 0270-62-3333

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

あずま 諏訪内科医院 伊勢崎市国定町2-1835-2 0270-62-3434

あずま 望月内科医院 伊勢崎市国定町1-1122-1 0270-63-0002

境 おおたきクリニック 伊勢崎市境新栄10-1 0270-50-0117

境 正田医院 伊勢崎市境389-1 0270-74-0027

境 田島医院 伊勢崎市境東97-1 0270-74-0068

境 鶴谷病院 伊勢崎市境百々421 0270-74-0670

境 なぐも内科医院 伊勢崎市境下武士2651 0270-70-1122

境 原病院 伊勢崎市境上武士898-1 0270-74-0633

上新田 平成クリニック 佐波郡玉村町上新田1648 0270-65-8888

上新田 角田病院 佐波郡玉村町上新田675-4 0270-65-7171

上之手 たまむら中央クリニック 佐波郡玉村町上之手1636-1 0270-64-6880

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

玉村 田口小児科医院 佐波郡玉村町上新田1889 0270-65-1855

角渕 ひらが脳神経外科 佐波郡玉村町角淵5067 0270-30-2121

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

藤川 宇津木医院 佐波郡玉村町藤川198-2 0270-64-7878

本庁管内 あづまクリニック 前橋市六供町566-1 027-220-1220

本庁管内 新井胃腸科診療所 前橋市昭和町1-16-10 027-231-2083

本庁管内 加藤クリニック 前橋市南町3-19-2 027-210-6700

本庁管内 清宮医院 前橋市紅雲町2-12-10 027-221-6518

本庁管内 栗林小児科医院 前橋市平和町2-7-1 027-231-7114

本庁管内 さとうレディースクリニック 前橋市表町2-20ｰ17 027-224-7606

本庁管内 下田内科医院 前橋市南町3-64-13 027-221-3155

南部 家崎医院 前橋市南町2-10-10 027-221-7888

城東 狩野外科医院 前橋市日吉町4-45-1 027-231-7025

桂萱 西片貝クリニック 前橋市西片貝町3-292 027-223-6533

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

桂萱 いまいウイメンズクリニック 前橋市東片貝町875 027-221-1000

桂萱 江木町クリニック 前橋市江木町98-5 027-263-1101

桂萱 かたひら内科医院 前橋市下沖町335-1 027-230-8811

桂萱 木村ペインクリニック 前橋市西片貝町3-379-1 027-220-1055

桂萱 髙栁胃腸科・外科 前橋市荻窪町1203-1 027-269-8880

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

桂萱 福山内科 前橋市東片貝町97-7 027-243-1380

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

桂萱 やました内科医院 前橋市亀泉町606-2 027-212-0148

永明 池医院 前橋市下大島町砂田914-4 027-266-8881

永明 うい内科クリニック 前橋市駒形町584-3 027-226-5566

永明 下大島医院 前橋市下大島町740-7 027-266-0086

永明 関内科医院 前橋市天川大島町1-7-12 027-224-4680

永明 北條医院 前橋市駒形町833-38 027-266-6737

中川 けやきクリニック 前橋市天川町1666-1 007-263-1018

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

上川淵 さくらクリニック 前橋市上佐鳥町1203-2 027-212-2434

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

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

上川淵 やなぎさわファミリークリニック 前橋市朝倉町893-2 027-265-0050
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上川淵 いとうレディースクリニック 前橋市朝倉町867-3 027-290-3531

上川淵 小林内科胃腸科クリニック 前橋市朝倉町930-3 027-290-3200

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

上川淵 大山クリニック 前橋市山王町2-20-16 027-266-5410

上川淵 須田こどもクリニック 前橋市後閑町406-2 027-265-6777

上川淵 二子山クリニック 前橋市朝倉町1-3-18 027-263-1331

上川淵 星医院 前橋市西善町204-1 027-266-8600

上川淵 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

上川淵 村谷胃腸科医院 前橋市朝倉町178-4 027-265-4141

下川淵 すえまる内科 前橋市新堀町1038-1 027-212-5162

下川淵 いながき内科医院 前橋市下阿内町362-1 027-265-5515

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

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

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

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

東 群馬県済生会前橋病院 前橋市上新田町564-1 027-252-6011

東 すぐた医院ゆう子キッズクリニック 前橋市光が丘町10-6 027-251-5622

東 中野医院 前橋市新前橋町8-15 027-290-1388

東 津田ホームケア診療所 前橋市川曲町1-1 027-225-5000

東 八木医院 前橋市前箱田町15-1 027-253-6588

城南 飯塚医院 前橋市荒口町525-3 027-268-5600

城南 善衆会病院 前橋市笂井町54-1 027-261-5410

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

城南 萩原内科医院 前橋市荒子町1585 027-268-1415

城南 前橋城南病院 前橋市富田町1172-1 027-268-4111

城南 もてぎ内科医院 前橋市上増田町510 027-266-5671

城南 前橋東クリニック 前橋市下大屋町558-9 027-268-2260

大胡 大胡クリニック 前橋市茂木町245-7 027-284-0051

大胡 おない医院 前橋市樋越町1120 027-283-575５

大胡 町田内科クリニック 前橋市茂木町5-5 027-280-2800

大胡 大野内科クリニック 前橋市樋越町716-1 027-284-9011

大胡 小沢医院 前橋市樋越町15-1 027-283-2009

大胡 樋越ペインクリニック 前橋市樋越町897 027-284-9911

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

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

粕川 吉松医院 前橋市粕川町新屋246-2 027-285-2273

粕川 江沢医院 前橋市粕川町女渕348-1 027-285-6777

粕川 髙橋医院 前橋市粕川町西田面212-2 027-285-2019

太田 あい太田クリニック 太田市浜町59-3 0276-52-8857

太田 山口外科医院 太田市西本町57-33 0276ー31ー3561

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

九合 おおた泌尿器科・内科クリニック 太田市東矢島町78 0276-38-8833

九合 星野内科胃腸科医院 太田市東矢島町776-5 0276-48-5525

強戸 中野医院 太田市成塚町150-85 0276-37-5800

宝泉 みのわクリニック 太田市由良町93-3 0276-40-4888

宝泉 川田クリニック 太田市由良町1622-11 0276-33-7755

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

沢野 土屋クリニック 太田市細谷町1405-2 0276-33-7250

沢野 さわのクリニック 太田市牛沢町1086-1 0276-60-5050

毛里田 イムス太田中央総合病院 太田市東今泉町875-1 0276-37-2378

韮川 山口医院 太田市台之郷町257 0276-45-8818

尾島 尾島クリニック 太田市粕川町331-1 0276-40-7171

尾島 小林クリニック 太田市世良田町1574-1 0276-60-7560

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

木崎 飯塚医院 太田市新田木崎町620-1 0276-56-1040

木崎 大沢医院 太田市新田木崎町817 0276-56-7639

木崎 木崎クリニック 太田市新田木崎町1114-3 0276-56-7770

木崎 たきざわ医院 太田市新田赤堀町434-25 0276-55-1010
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生品 荒木医院　　 太田市新田村田町442-1 0276-57-2722

綿打 鈴木医院 太田市新田早川町343 0276-56-7876

綿打 宝田医院 太田市新田上江田町1064 0276-40-8088

綿打 綿打診療所 太田市新田上田中町556-1 0276-56-3366

薮塚西部 宏愛会第一病院 太田市六千石町99-63 0277-78-1555

薮塚西部 坂本胃腸科医院 太田市大原町1061-9 0277-40-4111

薮塚西部 和賀クリニック 太田市大原町82-273 0277-20-4370

相生 桐生協立診療所 桐生市相生町2-554-7 0277-53-3911

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

相生 わたらせリバーサイドクリニック 桐生市相生町1-220-1 0277-53-3166

東 雨宮内科医院 桐生市東1-7-12 0277-44-7753

新里 細野医院 桐生市新里町新川1354-6 0277-74-2300

新高尾 高崎ハートホスピタル 高崎市中尾町1230 027-361-7200

新高尾 真下クリニック 高崎市新保町1103-1 027-370-6511

新高尾 宮下クリニック 高崎市新保町1377-1 027-360-5577

中央 うめやま医院 高崎市連雀町133 027-328-5500

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

岩鼻 近藤医院 高崎市岩鼻町乙324-3 027-346-2208

富岡市 富岡 アライクリニック 富岡市富岡1423 0274-62-1521

安中市 松井田 松井田病院 安中市松井田町新堀1300-1 027-393-1301

藤岡 しろやしき内科 藤岡市藤岡1763-3 0274-50-8320

藤岡 秋山医院 藤岡市小林748-8 0274-22-8315

美土里 すぎやまメディカルクリニック 藤岡市下大塚180-11 0274-20-1666

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

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

笠懸 志鳥クリニック みどり市笠懸町鹿4650 0277-76-9998

笠懸 松井内科医院 みどり市笠懸町鹿3322-1 0277-70-7610

大間々 須永医院 みどり市大間々町大間々922 0277-73-5811

大泉町 新井内科クリニック 邑楽郡大泉町仙石4-40-9 0276-20-1220

大泉町 黛泌尿器科内科医院 邑楽郡大泉町坂田1619-3 0276-63-7800

大泉町 阿部医院 邑楽郡大泉町吉田2994 0276-62-5428

甘楽郡 甘楽町 こがはらクリニック 甘楽郡甘楽町白倉622-1 0274-70-4066

本庄市 青木病院 本庄市下野堂1-13-27 0495-24-3005

本庄市 飯塚内科小児科 本庄市栄1-1-33 0495-24-6311

本庄市 生坂医院 本庄市本庄4-4-12 0495-22-4670

本庄市 岡病院 本庄市北堀810 0495-24-8821

本庄市 おかもと内科クリニック 本庄市寿2-6-29 0495-22-0075

本庄市 木村医院 本庄市児玉町児玉233 0495-72-7773

本庄市 くげづか診療所 本庄市早稲田の杜3-7-7 0495-71-8885

本庄市 久保医院 本庄市栗崎113 0495-71-7138

本庄市 倉林医院 本庄市児玉町大字金屋1207 0495-72-1341

本庄市 児玉清水クリニック 本庄市児玉町児玉2486-4 0495-72-7543

本庄市 児玉中央病院 本庄市児玉町児玉南3-3-1 0495-72-0030

本庄市 小林クリニック 本庄市朝日町2-5-8 0495-23-3371

本庄市 清水クリニック 本庄市前原1-1-13 0495-22-3358

本庄市 上武病院 本庄市小島5-6-1 0495-21-0111

本庄市 昭和産婦人科 本庄市駅南1-5-23 0495-22-2025

本庄市 そのべ病院 本庄市千代田3-4-2 0495-21-2171

本庄市 田所医院 本庄市けや木1-8-2 0495-22-3445

本庄市 塚越内科小児科 本庄市本庄1-1-6 0495-22-3152

本庄市 富沢医院 本庄市中央1-1-3 0495-22-2270

本庄市 どんぐりこども診療所 本庄市緑2-12-10 0495-21-8885

本庄市 中神内科クリニック 本庄市児玉町大字八幡山321 0495-72-1555

本庄市 根岸医院 本庄市児玉町大字児玉337-2 0495-72-0071

本庄市 はにぽんクリニック 本庄市東台4-8-25 0495-22-3596

本庄市 本庄駅前病院 本庄市駅南1-2-32 0495-22-2163

本庄市 本庄市休日急患診療所 本庄市北堀1422 0495-23-3322

本庄市 本庄総合病院 本庄市北堀1780 0495-22-6111
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本庄市 本間内科皮膚科クリニック 本庄市見福3-5-6 0495-27-6360

本庄市 本庄早稲田クリニック 本庄市早稲田の杜3-14-5 0495-71-8707

本庄市 松澤医院 本庄市駅南1-13-6 0495-22-2282

本庄市 美山神経科・内科医院 本庄市日の出2-2-8 0495-24-5811

本庄市 山田内科医院 本庄市五十子1-5-22 0495-24-0108

本庄市 吉沢病院 本庄市1216-1 0495-21-7781

深谷市 はしもとクリニック 深谷市西島町２－２－２ 048-551-8410

深谷市 深谷さくらクリニック 深谷市上柴町西３-21-5 048-579-5694

深谷市 あだち医院 深谷市上柴町東5-15-14 048-551-0222

深谷市 あねとす病院 深谷市人見1975 048-571-5311

深谷市 磯部クリニック 深谷市新井926 048-575-1131

深谷市 今井医院 深谷市寿町5２ 048-572-7728

深谷市 岩崎医院 深谷市東方3688-5 048-572-8181

深谷市 内田ハートクリニック 深谷市東方町2-15-6 048-574-0040

深谷市 おおしまクリニック 深谷市上柴町西6-19-10 048-575-0007

深谷市 緒方医院 深谷市血洗島182-1 048-587-2013

深谷市 皆成病院 深谷市西島町3-11-1 048-574-1111

深谷市 風間医院 深谷市深谷町7-56 048-571-0054

深谷市 加藤内科クリニック 深谷市戸森143 048-577-6636

深谷市 上柴クリニック 深谷市上野台2321-2 048-574-7770

深谷市 川本メディカルクリニック 深谷市武川128 048-583-7777

深谷市 神田クリニック 深谷市小前田628-11 048-579-1790

深谷市 菊地病院 深谷市上野台371 048-571-0660

深谷市 こくさいじクリニック 深谷市国済寺347-1 048-551-2525

深谷市 小暮医院 深谷市中瀬1216 048-587-1262

深谷市 斉藤内科医院 深谷市東大沼176 048-574-8050

深谷市 彩花クリニック 深谷市小前田2533-1 048-584-7205

深谷市 桜ヶ丘病院 深谷市国済寺408-5 048-571-1171

深谷市 佐々木病院 深谷市西島町2-16-1 048-571-0242

深谷市 佐藤外科胃腸科内科医院 深谷市内ヶ島803 048-573-6511

深谷市 清水内科クリニック 深谷市人見445-1 048-573-1197

深谷市 上武内科クリニック 深谷市本田ヶ谷210-2 048-572-5588

深谷市 白倉医院 深谷市稲荷町3-3-1 048-571-0169

深谷市 白倉クリニック 深谷市仲町7-5 048-574-0502

深谷市 すずきクリニック 深谷市本住町13-1-2 048-580-6682

深谷市 須藤医院 深谷市小前田2799-1 048-584-0036

深谷市 高木医院 深谷市仲町17-22 048-571-0837

深谷市 高田医院 深谷市原郷4-14 048-573-1244

深谷市 ふかやクリニック（旧深谷整形外科医院） 深谷市宿根245-1 048-574-0022

深谷市 深谷赤十字病院 深谷市上柴町西5-8-1 048-571-1511(代)

深谷市 福島医院 深谷市上野台2778-1 048-571-0924

深谷市 プラーナクリニック 深谷市柏合144-2 048-551-1500

深谷市 古沢医院 深谷市上柴町西6-4-3 048-572-9901

深谷市 益岡医院 深谷市岡部1249-10 048-585-5657

深谷市 水越医院 深谷市普済寺1116-11 048-585-2038

深谷市 みやはらクリニック 深谷市上原1044-2 048-583-7076

深谷市 柳田医院 深谷市榛沢新田858-2 048-585-2391

深谷市 吉田医院 深谷市田所町8-1 048-571-0232

深谷市 四元医院 深谷市上柴町西1-4-1 048-573-5200

熊谷市 熊谷外科病院 熊谷市佐谷田3811-1 048-521-4115

児玉郡 吉澤クリニック 児玉郡上里町神保原町745-1 0495-71-6111

児玉郡 大関内科医院 児玉郡上里町七本木2401-32 0495-33-2131

児玉郡 大林医院 児玉郡上里町七本木3312 0495-33-7960

児玉郡 上里こどもクリニック 児玉郡上里町七本木5357 0495-35-1070

児玉郡 上里内科クリニック 児玉郡上里町七本木三田3482-1 0495-33-8823

児玉郡 くぼた医院 児玉郡上里町神保原町2218-1 0495-35-2250

児玉郡 けやきクリニック 児玉郡上里町七本木5574 0495-35-3500

児玉郡 彩の丘クリニック 児玉郡上里町神保原町416-5 0495-71-7166
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児玉郡 吉澤クリニック 児玉郡上里町神保原町745-1 0495-71-6111

児玉郡 七本木内科クリニック 児玉郡上里町七本木1788-7 0495-35-1313

児玉郡 土尾内科クリニック 児玉郡上里町金久保38 0495-71-4800

児玉郡 西澤整形外科 児玉郡上里町七本木5318 0495-33-0600

児玉郡 野澤内科小児科医院 児玉郡上里町七本木3314-1 0495-33-0922

児玉郡 昴星クリニック 児玉郡上里町金久保133-2 0495-34-2202

児玉郡 さかもとクリニック 児玉郡神川町元阿保362 0495-77-0013

児玉郡 関根内科外科医院 児玉郡神川町新里221-1 0495-77-7667

児玉郡 富永クリニック 児玉郡神川町新里367-2 0495-77-0762

児玉郡 吉田医院 児玉郡神川町中新里307-1 0495-77-2015

児玉郡 うめだクリニック 児玉郡美里町広木970 0495-76-4151

児玉郡 千田医院 児玉郡美里町根木107-1 0495-76-0041

児玉郡 美里クリニック 児玉郡美里町阿那志225-1 0495-76-0032

児玉郡 南美里診療所 児玉郡美里町甘粕528-3 0495-76-3703

大里郡 市川医院 大里郡寄居町寄居1056 048-581-0535

大里郡 おぶすま診療所 大里郡寄居町赤浜965-2 048-582-2211

大里郡 小久保医院 大里郡寄居町用土2176-2 048-584-2030

大里郡 埼玉よりい病院 大里郡寄居町用土395 048-579-2788

大里郡 清水医院 大里郡寄居町寄居657 048-581-0051

大里郡 髙間クリニック 大里郡寄居町寄居671-3 048-581-0751

大里郡 林りくろう診療所 大里郡寄居町用土5402-6 048-584-7545

大里郡 はらしま医院 大里郡寄居町保田原163-7 048-586-0081

大里郡 藤野クリニック 大里郡寄居町寄居1153-1 048-581-1035

大里郡 山田整形外科内科医院 大里郡寄居町桜沢218-5 048-581-6761

大里郡 用土医院 大里郡寄居町用土2225-4 048-579-1555

大里郡 寄居本町クリニック 大里郡寄居町寄居808-1 048-580-2550
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