
循環器科

令和4年12月現在

地域 地区 医療機関名 住所 電話番号
北 山田内科クリニック 伊勢崎市大手町24-8 0270-23-6666

南 斎藤内科医院 伊勢崎市本町5-1 0270-25-0149

殖蓮 原内科医院 伊勢崎市宮前町117-1 0270-21-3577

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

茂呂 石原医院 伊勢崎市茂呂町1-552-2 0270-25-1150

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

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 美原記念病院 伊勢崎市太田町366 0270-24-3355

三郷 大島病院 伊勢崎市太田町508-1 0270-25-2428

三郷 石井病院 伊勢崎市波志江町1152 0270-21-3111

三郷 ほそい医院 伊勢崎市波志江町2695-1 0270-23-8878

宮郷 岡本医院 伊勢崎市西上之宮町131-1 0270-25-2504

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

宮郷 下條内科クリニック 伊勢崎市連取町2010 0270-21-0021

名和 片貝クリニック 伊勢崎市韮塚町1207-3 0270-61-9111

豊受 多賀谷内科医院 伊勢崎市下道寺町143-1 0270-32-0838

豊受 豊受診療所 伊勢崎市馬見塚町860-1 0270-32-0450

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

赤堀 せせらぎ病院 伊勢崎市市場町1-1399 0270-63-6363

境 なぐも内科医院 伊勢崎市境下武士2651 0270-70-1122

境 鶴谷病院 伊勢崎市境百々421 0270-74-0670

上新田 角田病院 佐波郡玉村町上新田675-4 0270-65-7171

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

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

本庁管内 下田内科医院 前橋市南町3-64-13 027-221-3155

桂萱 西片貝クリニック 前橋市西片貝町3-292 027-223-6533

桂萱 かたひら内科医院 前橋市下沖町335-1 027-230-8811

桂萱 群馬県立心臓血管センター 前橋市亀泉町甲3-12 027-269-7455

永明 うい内科クリニック 前橋市駒形町584-3 027-226-5566

永明 北條医院 前橋市駒形町833-38 027-266-6737

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

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 中嶋医院 前橋市小屋原町976-1 027-266-1601

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 二子山クリニック 前橋市朝倉町1-3-18 027-263-1331

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

城南 前橋城南病院 前橋市富田町1172-1 027-268-4111

城南 前橋東クリニック 前橋市下大屋町558-9 027-268-2260

城南 もてぎ内科医院 前橋市上増田町510 027-266-5671

大胡 おない医院 前橋市樋越町1120 027-283-575５

大胡 大野内科クリニック 前橋市樋越町716-1 027-284-9011

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

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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綿打 鈴木医院 太田市新田早川町343 0276-56-7876

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

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

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

岩鼻 近藤医院 高崎市岩鼻町乙324-3 027-346-2208

高崎 高崎ハートホスピタル 高崎市中尾町1230 027-361-7200

邑楽郡 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

本庄市 田所医院 本庄市けや木1-8-2 0495-22-3445

本庄市 飯塚内科小児科 本庄市栄1-1-33 0495-24-6311

本庄市 久保医院 本庄市栗崎113 0495-71-7138

本庄市 山田内科医院 本庄市五十子1-5-22 0495-24-0108

本庄市 岡病院 本庄市北堀810 0495-24-8821

本庄市 塚越内科小児科 本庄市本庄1-1-6 0495-22-3152

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 上柴クリニック 深谷市上野台2321-2 048-574-7770

深谷市 柳田医院 深谷市榛沢新田858-2 048-585-2391

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 佐々木病院 深谷市西島町2-16-1 048-571-0242

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 プラーナクリニック 深谷市柏合144-2 048-551-1500

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 上武内科クリニック 深谷市本田ヶ谷210-2 048-572-5588

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

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 藤野クリニック 大里郡寄居町寄居1153-1 048-581-1035

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 寄居本町クリニック 大里郡寄居町寄居808-1 048-580-2550

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