
小児科

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

茂呂 石原医院 伊勢崎市茂呂町1-552-2 0270-25-1150

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 新生産婦人科医院 伊勢崎市茂呂町2-3500-4 0270-23-1333

茂呂 たんぽぽ小児科 伊勢崎市今泉町1-1213 0270-21-3636

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 羽鳥こども医院 伊勢崎市南千木町5215-4 0270-21-3535

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 佐藤小児科医院 伊勢崎市太田町1083-5 0270-24-7111

宮郷 うしくぼこどもクリニック 伊勢崎市連取町3073-6 0270-25-6006

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 パルこどもクリニック 伊勢崎市連取町3303-2 0270-22-3388

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 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

豊受 豊受診療所 伊勢崎市馬見塚町860-1 0270-32-0450

赤堀 田島医院 伊勢崎市堀下町1289 0270-63-5050

赤堀 茂木医院 伊勢崎市野町72-1 0270-62-0187

あずま あるむキッズクリニック 伊勢崎市東小保方町3088-7 0270-40-0550

あずま 飯野医院 伊勢崎市東町2517-8 0270-62-0176

あずま 坂口こども診療所 伊勢崎市東町2768-1 0270-63-2500

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

伊勢崎市



上新田 田口小児科医院 佐波郡玉村町上新田1889 0270-65-1855

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

小泉 すこやかクリニック 佐波郡玉村町小泉34 0270-64-8033

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

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 栗林小児科医院 前橋市平和町2-7-1 027-231-7114

桂萱 中嶋小児科医院 前橋市江木町1408-1 027-261-9299

永明 池医院 前橋市下大島町砂田914-4 027-266-8881

永明 しのはら小児科 前橋市上大島町873-1 027-287-1515

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 ほんま小児科 前橋市上佐鳥町722-3 027-290-3131

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

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 嵯峨小児科医院 前橋市青柳町494 027-232-1188

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 八木医院 前橋市前箱田町15-1 027-253-6588

城南 萩原内科医院 前橋市荒子町1585 027-268-1415

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 小沢医院 前橋市樋越町15-1 027-283-2009

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

粕川 江沢医院 前橋市粕川町女渕348-1 027-285-6777

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 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

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 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

玉村町

前橋市

太田市



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

生品 荒木医院　　 太田市新田村田町442-1 0276-57-2722

綿打 清村医院 太田市新田大根町1111-2 0276-57-2718

綿打 鈴木医院 太田市新田早川町343 0276-56-7876

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 和賀クリニック 太田市大原町82-273 0277-20-4370

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

高崎市 新高尾 宮下クリニック 高崎市新保町1377-1 027-360-5577

笠懸 志鳥クリニック みどり市笠懸町鹿4650 0277-76-9998

大間々 須永医院 みどり市大間々町大間々922 0277-73-5811

邑楽郡 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 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 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 倉林医院 本庄市児玉町大字金屋1207 0495-72-1341

本庄市 清水クリニック 本庄市前原1-1-13 0495-22-3358

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 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 橋口小児科整形外科医院 本庄市今井327-1 0495-24-8005

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 本庄総合病院 本庄市北堀1780 0495-22-6111

本庄市 松澤医院 本庄市駅南1-13-6 0495-22-2282

本庄市 山田内科医院 本庄市五十子1-5-22 0495-24-0108

深谷市 いちごこどもクリニック 深谷市東方町1-10-3 048-551-1515

深谷市 井上こどもクリニック 深谷市上野台2456-7 048-580-6022

深谷市 今井医院 深谷市寿町52 048-572-7728

みどり市

埼玉県

太田市



深谷市 加藤内科クリニック 深谷市戸森143 048-577-6636

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 菊地病院 深谷市上野台371 048-571-0660

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 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 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 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 古沢医院 深谷市上柴町西6-4-3 048-572-9901

深谷市 水越医院 深谷市普済寺1116-11 048-585-2038

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

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 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 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 千田医院 児玉郡美里町根木107-1 0495-76-0041

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 おぶすま診療所 大里郡寄居町赤浜965-2 048-582-2211

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 髙間クリニック 大里郡寄居町寄居671-3 048-581-0751

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

埼玉県
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