
外科

令和４年１２月現在

地域 地区 医療機関名 　住所 電話番号

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

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

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 宮崎クリニック 伊勢崎市今泉町1-1580 0270-20-7881

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 美原記念病院 伊勢崎市太田町366 0270-24-3355

宮郷 本多外科医院 伊勢崎市東上之宮町321-1 0270-23-8830

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

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 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

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

境 田島医院 伊勢崎市境東97-1 0270-74-0068

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

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 中村外科医院 前橋市文京町1-33-18 027-221-3951

城東 狩野外科医院（乳腺外科） 前橋市日吉町4-45-1 027-231-7025

桂萱 江木町クリニック 前橋市江木町98-5 027-263-1101

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

桂萱 髙栁胃腸科・外科 前橋市荻窪町1203-1 027-269-8880

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

中川 けやきクリニック 前橋市天川町1666-1 007-263-1018

上川淵 中嶋医院 前橋市小屋原町976-1 027-266-1601

上川淵 こばやし医院 前橋市広瀬町2-1-12 027-263-2535

上川淵 星医院 前橋市西善町204-1 027-266-8600

上川淵 村谷胃腸科医院 前橋市朝倉町178-4 027-265-4141

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

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

伊勢崎市

玉村町

前橋市



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

東 津田ホームケア診療所 前橋市川曲町1-1 027-225-5000

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

大胡 西田整形外科 前橋市樋越町677-1 027-280-2233

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

南 群馬県立がんセンター 太田市高林西町617-1 0276-38-0771

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

尾島 小林クリニック 太田市世良田町1574-1 0276-60-7560

尾島 尾島クリニック 太田市粕川町331-1 0276-40-7171

綿打 宝田医院 太田市新田上江田町1064 0276-40-8088

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

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

新里 細野医院 桐生市新里町新川1354-6 0277-74-2300

中央 うめやま医院 高崎市連雀町133 027-328-5500

京ヶ島 高崎乳腺外科クリニック （乳腺外科） 高崎市島野町1416 027-350-1515

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 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

本庄市 青木病院 本庄市下野堂1-13-27 0495-24-3005

本庄市 生坂医院 本庄市本庄4-4-12 0495-22-4670

本庄市 飯塚内科小児科 本庄市栄1-1-33 0495-24-6311

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 鈴木外科病院 本庄市児玉町大字八幡山293 0495-72-1235

本庄市 田所医院 本庄市けや木1-8-2 0495-22-3445

本庄市 中村外科医院 本庄市日の出3-7-26 0495-21-6211

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 本庄総合病院 本庄市北堀1780 0495-22-6111

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

深谷市 はしもとクリニック 深谷市西島町2-2-2 048-551-8410
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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 いいづかクリニック 深谷市上柴町西2-14-14 048-551-1117

深谷市 岩崎医院 深谷市東方3688-5 048-572-8181

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 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 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 すずきクリニック 深谷市本住町13-1-2 048-580-6682

深谷市 深谷肛門科 深谷市原郷449-2 048-571-8355

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 益岡医院 深谷市岡部1249-10 048-585-5657

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 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 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

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

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

埼玉県


