
群馬県立小児医療センター　登録医一覧表（２０２０年１０月１３日現在）

小児科等（内科・外科） 《敬称略　所在地順》

No 医療機関名 市町村 ホームページURL
1 石倉町こどもクリニック 前橋市 http://www.kodomoclinic.jp/

2 いまいずみ小児科 前橋市 http://www.imaizumi-web.com

3 うめだ内科クリニック 前橋市 http://www.umeda-clinic.com

4 大川こどもクリニック 前橋市
5 かなざわ小児科クリニック 前橋市 http://www.kanazawa-ped.com/

6 群馬中央病院 前橋市 https://gunma.jcho.go.jp/

7 群馬県済生会前橋病院 前橋市 http:///www.maebashi.saiseikai.or.jp

8 嵯峨小児科医院 前橋市 http://www.saga-shounika.com

9 医療法人さるきクリニック 前橋市 http://www.saruki.com/

10 しのはら小児科 前橋市 http://www.myclinic.ne.jp/shino

11 すぐた医院ゆう子キッズクリニック 前橋市
12 須田こどもクリニック 前橋市
13 瀬下こどもクリニック 前橋市
14 大学橋ファミリークリニック 前橋市 http://www.d-bashifc.com

15 竹澤小児科クリニック 前橋市
16 武田クリニック 前橋市
17 たむらこどもクリニック 前橋市 http://website2.infomity.net/8440000056/

18 戸所小児科 前橋市 http://www.ceres.dti.ne.jp/mtodo/

19 中嶋小児科医院 前橋市 http://www.ceres.dti.ne.jp/shizuku/

20 中田クリニック 前橋市 http://nakataclinic.net/

21 なんきつこどもクリニック 前橋市
22 ベル小児科クリニック 前橋市 http://www.bell-shounika.com

23 ほんま小児科 前橋市 http://www.honma-ped.jp

24 前橋赤十字病院 前橋市 http://www.maebashi.jrc.or.jp/

25 吉田小児科医院 前橋市
26 小児科あさひクリニック 高崎市 http://asahiclinic.jp

27 乾小児科内科医院 高崎市 https://inui-iin.com/

28 大山小児科医院 高崎市
29 小栗小児科医院 高崎市
30 上大類病院 高崎市 http://www.juuyakukai.or.jp

31 かみおこどもクリニック 高崎市 https://kamiokodomo.clinic

32 上中居ファミリークリニック 高崎市 http://kaminakaifamily.com

33 群馬整肢療護園 高崎市 http://www.gunmaseishi.com

34 医療法人小泉重田小児科 高崎市 http://koizumi-shigeta.or.jp

35 こどもクリニックそね 高崎市
36 こどもの森診療所 高崎市 http://www.kodomono-mori.jp

37 佐藤医院 高崎市
38 佐藤小児科内科医院 高崎市 http://www.syonika-sato.com/

39 重田こども・アレルギークリニック 高崎市 http://www.shigeta-clinic.com

40 医療法人西野会　城山クリニック 高崎市
41 小児科佐藤医院 高崎市
42 寺尾こどもクリニック 高崎市 http://www3.wind.ne.jp/t-kodomo/

43 通町診療所 高崎市 http://www.harunacoop.jp/torimachi/

44 高崎健康福祉大学附属クリニック 高崎市 http://www.kendai-clinic.jp

45 高崎総合医療センター 高崎市 http://www.tnho.jp/

46 高崎中央病院 高崎市 http://www.harunacoop.jp/takasakichuo/

47 土岐医院 高崎市 http://toki-cl.byoinnavi.jp

48 戸田小児科内科クリニック 高崎市
49 中泉こどもクリニック 高崎市
50 医療法人仁和会　野口病院 高崎市 http://old.med.wind.ne.jp/noguchi/



51 浜尻クリニック 高崎市 http://hamajiri-cl.byoinnavi.jp

52 はんな・さわらび療育園 高崎市 http://www.shintokai.jp

53 ひうら医院 高崎市
54 小児科ひまわりクリニック 高崎市
55 双葉クリニック 高崎市 http://www015.upp.so-net.ne.jp/futaba-clinic/

56 ふるしま医院 高崎市 http://www.myclinic.ne.jp/furushima/

57 細谷クリニック 高崎市
58 松島小児科 高崎市 http://matsushima-shounika.net/

59 医療法人松本医院 高崎市
60 みどりクリニック 高崎市
61 小児科メイメイクリニック 高崎市 https://meimei-c.com/

62 よしざわこどもクリニック 高崎市 http://www.ykodomo.jp/

63 リーフこどもアレルギークリニック 高崎市 http://www.leaf-kodomo.com/

64 アウルこどもクリニック 桐生市
65 おのこどもクリニック 桐生市 http://www.myclinic.ne.jp/onokodomo/pc/

66 桐生厚生総合病院 桐生市
67 しむらクリニック 桐生市 http://www.shimura-clinic.com

68 関田内科クリニック 桐生市
69 ひきた小児科クリニック 桐生市 http://www014.upp.so-net.ne.jp/hikita/pc/

70 両毛整肢療護園 桐生市 http://www.ryouiku-futabakai.or.jp/ryogoen/index.html

71 医療法人あおきクリニック 伊勢崎市 http://www.aokiclinic-tekuteku.jp/

72 伊勢崎市民病院 伊勢崎市 http://www.hospital.isesaki.gunma.jp/

73 きたはらクリニック 伊勢崎市 http://www.kitahara-clinic.jp/

74 佐藤小児科医院 伊勢崎市 http://www.miraie-he.jimdo.com./

75 医療法人社団　正生会　正田医院 伊勢崎市
76 セントラルクリニック伊勢崎 伊勢崎市 http://isesakisawa.gunma.med.or.jp/map/individual/sentoraru.htm

77 たんぽぽ小児科 伊勢崎市
78 Neo こどもクリニック 伊勢崎市
79 医療法人星野小児科医院 伊勢崎市 http://hoshino-kodomo.com/index.html

80 あいファミリィクリニック太田 太田市
81 群馬県立がんセンター 太田市 http:///www.gunma-cc.jp

82 小林クリニック 太田市 http://www012.upp.so-net.ne.jp/home-kobayashi

83 宝診療所 太田市
84 鳥山医院 太田市
85 南矢島こどもクリニック 太田市
86 まゆずみこどもクリニック 太田市 http://mayuzumi-kids.com/

87 和賀クリニック 太田市 http://www17.plala.or.jp/wagaclinic/

88 青木クリニック 沼田市 http://www.aoki-c.jp/

89 つのだ医院 沼田市
90 つのだ小児科クリニック 沼田市
91 医療法人源医会　藤塚クリニック 沼田市
92 菅沼医院 館林市
93 井口医院 渋川市
94 石北医院 渋川市
95 川島内科クリニック 渋川市 http://med.wind.ne.jp/kawashima/

96 慶生医院 渋川市
97 斉藤医院 渋川市

98
独立行政法人
国立病院機構渋川医療センター

渋川市 https://shibukawa.hosp.go.jp/

99 渋川市国民健康保険あかぎ診療所 渋川市 http://www.city.shibukawa.gunma.jp/kenkou/iryoukikan/akagi/index.html

100 高野外科胃腸科医院 渋川市 http://takanogeka.byoinnavi.jp



101 中野医院 渋川市 http://park2.wakwak.com/~nakanoiin/

102 本沢医院 渋川市 http://www.honzawaiin.com

103 北毛病院 渋川市 http://www.hokumou.coop/

104 めぐみこどもクリニック 渋川市
105 青葉クリニック 富岡市 http://aoba-clinic.byoinnavi.jp/pc/

106 医療法人協和会アライクリニック 富岡市 http://www.arai-clinic.or.jp/

107 小泉医院 富岡市 https://koizumi.or.jp

108 公立富岡総合病院 富岡市 http://www.tomioka-hosp.jp/

109 宮崎医院 富岡市 http://www.myclinic.ne.jp/2987/pc/

110 おおすかこどもクリニック 藤岡市 http://oosuka-kids-clinic.com/

111 公立碓氷病院 安中市
112 おにかた医院 安中市
113 ながしま小児科 安中市
114 みやぐち医院 安中市 http://miyaguchi-clinic.com/

115 榛東さいとう医院 榛東村
116 駒寄こども診療所 吉岡町
117 竹内小児科 吉岡町
118 もみの木こどもクリニック 甘楽町 http://mominoki-kids.com/

119 六合診療所 中之条町 https://www.jadecom.or.jp/jadecomhp/kuni/html/index.html

120 長野原町へき地診療所 長野原町 https://www.town.naganohara.gunma.jp/www/contents/1361162391175/index.html

121 西吾妻福祉病院 長野原町 http://www.nawh.jp/

122 桜井クリニック 嬬恋村
123 片品診療所 片品村 https://www.tonehoken.or.jp/katashina/index.html

124 森下診療所 昭和村
125 医療法人すこやかクリニック 玉村町
126 田口小児科医院 玉村町
127 小児科おぎわらクリニック 大泉町
128 竹内医院 みなかみ町
129 水上医院 みなかみ町
130 飯山医院 みどり市
131 医療法人寺田内科小児科医院 みどり市
132 みらいこどもクリニック みどり市 http://www.miraikidsclinic.jp/

133 原町赤十字病院 東吾妻町 http://www.haramachi.jrc.or.jp/

134 とちぎメディカルセンターしもつが 栃木県栃木市
135 熊谷生協病院 埼玉県熊谷市 http://www.kumagaya-hospital.coop/

136 医療法人花仁会　秩父病院 埼玉県秩父市 http://www.chichibu-med.jp/

整形外科
No 医療機関名 市町村 ホームページURL
1 ぐんまスポーツ整形外科 前橋市 http://gun-spo.com

2 小泉整形外科医院 前橋市
3 たけむら整形外科クリニック 前橋市 http://takemura-seikei.com/

4 ももかわ整形外科クリニック 前橋市 http://www.momokawa-clinic.jp/

5 ありさわ整形外科 高崎市 http://website2.infomity.net/8440000041/

6 高橋整形外科クリニック 高崎市 http://dr-takahashi.com/setu.html

7 真中記念クリニック 高崎市 https://www.manaka-clinic.jp/

泌尿器科
No 医療機関名 市町村 ホームページURL
1 うめやま医院 高崎市 http://www.umeyama.jp

耳鼻咽喉科
No 医療機関名 市町村 ホームページURL
1 ふくだ耳鼻咽喉科クリニック 太田市 http://www.fukuda-ent.com

2 医療法人川島医院 渋川市



眼科
No 医療機関名 市町村 ホームページURL
1 いその眼科 渋川市 http://www.isono-ganka.jp/

2 母心堂平形医院眼科 渋川市

皮膚科
No 医療機関名 市町村 ホームページURL
1 弓皮ふ科医院 高崎市
2 渋川皮膚科医院 渋川市

産婦人科
No 医療機関名 市町村 ホームページURL
1 小沢医院 前橋市 http://www.ozawaiin.com/

2 神岡産婦人科医院 前橋市 http://www.kamioka.or.jp

3 マザーズクリニックTAMURA 前橋市 www.mc-tamura.jp

4 横田マタニティーホスピタル 前橋市 https://yokotamaternity.com/

5 いしもとレディスクリニック 高崎市
6 斎川産婦人科 高崎市
7 産科婦人科舘出張佐藤病院 高崎市 http://www.sato-hospital.gr.jp

8 セントラルレディースクリニック 高崎市 http://www.clc.or.jp/

9 松原医院 高崎市 http://www.suishokai.jp/

10 矢崎医院 高崎市 http://yazaki-iin.com/

11 医療法人重寿会　くりはら医院 桐生市 http://www.sunfield.ne.jp

12 髙橋産婦人科医院 桐生市 http://takahashi-maternity-clinic.com/

13 新生産婦人科医院 伊勢崎市
14 フクイ産婦人科クリニック 伊勢崎市 http://www.fukuikai.jp

15 医療法人社団　伊藤産婦人科 太田市 http://ito-ogc.jp/

16 藤井レディースクリニック 太田市 http://www.fujii-l-c.sakura.ne.jp/

17 久保産婦人科医院 沼田市 http://www5.kannet.ne.jp/~kubo-cli/

18 土井レディスクリニック 館林市 http://www.doi-ladies.com/

19 クリニックオガワ 渋川市 http://www.ogawa.or.jp

20 根岸産婦人科小児科医院 藤岡市 http://negishi-clinic.info/

21 こすげレディースクリニック 富岡市
22 まつい女性クリニック 吉岡町 http://www.myclinic.ne.jp/matsui_lady/pc/

23 宇津木医院 玉村町
24 岩宿クリニック みどり市 https://iwajuku-cl.jp

25 深谷産婦人科医院 埼玉県深谷市 http://www.fukayaladiesclinic.com

26 池田レディースクリニック 埼玉県本庄市 http://www.ikeda-lc.com/usr/pc/



歯科
No 医療機関名 市町村 ホームページURL
1 おりはら歯科医院 前橋市
2 金子歯科朝日町クリニック 前橋市 http://kaneko-shika.main.jp

3 新前橋歯科医院 前橋市 http://www.shinmae-shika.jp

4 田口歯科医院 前橋市 http://taguchidental.com/

5 たむら歯科医院 前橋市 https://tamura-dental.info

6 長島歯科医院 前橋市 https://www.nagashima-kyousei.com

7 前橋市宮久保歯科 前橋市 http://www.miyakubo.info

8 柳町歯科医院 前橋市 http://yanagimachishika.com

9 山本歯科医院 前橋市 http://www.maeshi.or.jp/member/yamamoto.html

10 六供町歯科医院 前橋市 http://www.rokkumachi.com/

11 関口歯科クリニック 高崎市
12 高井歯科クリニック 高崎市 http:/www.takai-dc.com

13 武井小児歯科医院 高崎市
14 医療法人怜心会　中田だいすけ歯科 高崎市
15 医療法人慶秀会　西原歯科クリニック 高崎市 http://www.nishihara-shika.jp/

16 ホワイト歯科クリニック 高崎市 http://www.white-dc.jp/

17 医療法人　まつい歯科クリニック 高崎市 http://www.matsui-sika.com

18 八木歯科医院 高崎市
19 医療法人社団　山村矯正歯科 高崎市 https://itp.ne.jp/info/108262639000000899/

20 金子歯科医院 桐生市
21 百合歯科医院 桐生市

22
医療法人温歯会
さいとう歯科・矯正歯科医院

伊勢崎市 http://www.saito-doc.com

23 すさ歯科クリニック伊勢崎 伊勢崎市 http://susadc.info

24 たじま歯科クリニック 伊勢崎市 https://www.tjm-dental.com/

25 森村デンタルクリニック 伊勢崎市 https://morimuradc.jimdofree.com/

26 和田歯科医院 伊勢崎市
27 ＭＫ歯科クリニック 太田市
28 しのざき歯科医院 太田市 http://shinozaki-shika.com

29 田中歯科医院 太田市 http://www.tnk-shika.com/

30 まきいこども歯科 太田市 http://www.makii-kids.com/

31 いいづか歯科医院 渋川市
32 いしきた歯科医院 渋川市 http://ishikita-dental.com

33 石田歯科医院 渋川市
34 宮下歯科医院 渋川市 http://www.localplace.jp/t000208769/

35 山下歯科医院 渋川市

36
富岡甘楽歯科医師会
口腔保健センター診療所

富岡市

37 たか歯科クリニック 藤岡市
38 松岡デンタルクリニック 藤岡市
39 エース歯科 吉岡町 http://www.ace-dent.jp

40 たきざわ歯科 吉岡町
41 蟻川歯科医院 中之条町
42 医療法人今成歯科医院 昭和村
43 片野歯科医院 みなかみ町
44 天田デンタルクリニック みどり市 https://www.amada-dc.com

45 医療法人平静会　外丸歯科医院 東吾妻町 https://www.tomarushika.jp/

46
医療法人恵貴会
グッティー歯科クリニック国済寺

埼玉県深谷市 https://www.goottee-dc.com


