
足利赤十字病院 登録医（館林市・邑楽郡）
五十音順0

医療機関名称 ﾘｰﾌﾚｯﾄ 住所 電話番号 診療科

あ 阿部医院 邑楽郡大泉町吉田2994 0276-62-5428 内科・消化器科・小児科

新井内科クリニック 邑楽郡大泉町仙石4-40-9 0276-20-1220 内科・消化器内科・呼吸器科・アレルギー科・循環器科

板倉耳鼻咽喉科クリニック 邑楽郡板倉町海老瀬4064-5 0276-80-4333 耳鼻咽喉科・アレルギー科・小児科

伊藤眼科医院 館林市大手町9-44 0276-72-0360 眼科

宇沢整形外科 館林市松原1-10-30 0276-74-8761 整形外科・リハビリテーション科・リウマチ科・内科

おうら病院 邑楽郡邑楽町篠塚3233-1 0276-88-5678
内科・アレルギー科・呼吸器内科・腎臓内科・循環器内科・リウマチ科・消化器内科

糖尿病内科・人工透析内科

岡田整形外科クリニック 館林市朝日町6-18 0276-72-3163 整形外科・リハビリテーション科・リウマチ科

小曽根整形外科 館林市松沼町29-27 0276-72-7707 整形外科・リハビリテーション科・内科・外科・皮膚科

か 海宝病院 館林市堀工町1269 0276-74-0811 消化器科・外科・内視鏡

かさはら内科医院 邑楽郡邑楽町中野1845-7 0276-55-2537 内科・糖尿病内科

加藤医院 邑楽郡邑楽町善光寺275-2 0276-89-1031 内科・循環器内科・外科

神尾内科医院 館林市緑町1-25-8 0276-75-1288 内科・循環器科・胃腸科・小児科

川島脳神経外科医院 館林市岡野町374 0276-75-5511 脳神経外科・内科・神経内科

川田耳鼻咽喉科医院 館林市仲町10-21 0276-72-3314 耳鼻咽喉科

慶友整形外科病院 館林市羽附町1741 0276-72-6000 整形外科・リハビリテーション科・外科・リウマチ科・麻酔科・内科

県西在宅クリニック舘林 群馬県館林市新栄町1933-1 0276-55-3818 内科・精神科

ごが内科楡クリニック
館林市栄町10-31栄町住宅1

階
0276-73-7587 腎臓内科・透析

公立館林厚生病院 館林市成島町262-1 0276-72-3140

内科(内科一般・総合診療外来・呼吸器内科・神経内科・血液・腫瘍内科）

循環器内科・内分泌糖尿内科・小児科・外科・脳神経外科・呼吸器外科・皮膚科

泌尿器科・産婦人科・眼科・耳鼻咽喉科・麻酔科・リハビリテーション科

放射線科(治療科・診断科）・歯科・歯科口腔外科・精神科・整形外科・形成外科

後藤クリニック 邑楽郡邑楽町篠塚3070-1 0276-70-2233 内科・外科・胃腸科

小林内科医院 邑楽郡邑楽町篠塚1935-2 0276-88-8278 内科・小児科・循環器科

こやなぎ小児科 館林市富士原町1089-1 0276-80-2220 小児科

さ さくま内科胃腸科クリニック 館林市花山町2576-4 0276-55-2500 内科・消化器内科・外科・肛門科

さくらクリニック 館林市木戸町596-5 0276-72-3855 内科・整形外科

佐々木皮膚科クリニック 邑楽郡大泉町富士2-4-20 0276-62-8881 皮膚科・アレルギー科

澤田皮膚外科 館林市新宿2-4-36 0276-70-7703 皮膚科・形成外科

しんじょう整形外科クリニック 館林市富士見町15-37 0283-55-3623 整形外科・リハビリテーション科・リウマチ科

新橋病院 館林市下三林町452 0276-75-3011
内科・外科・泌尿器科・皮膚科・胃腸器科・呼吸器科・循環器科・心臓血管外科

リハビリテーション科・整形外科・血液透析・人間ドック・訪問看護

鈴木眼科医院 邑楽郡大泉町西小泉1-25-5 0276-62-2355 眼科

た 高木整形外科 邑楽郡大泉町いずみ2-1-1 0276-62-6611 整形外科・リハビリテーション科・リウマチ科

高橋内科クリニック 館林市本町2-10-7 0276-72-0001 消化器科・循環器科・内科

たけい小児科・アレルギー科 館林市北成島町2745-1 0276-76-2525 小児科・アレルギー科

竹越医院 邑楽郡明和町新里435 0276-84-3137 内科・小児科

多々良診療所 館林市西高根町44-3 0276-72-3060 内科・循環器内科・小児科

館林医院 館林市西本町2 0276-74-2112 皮膚科・泌尿器科

館林記念病院 館林市台宿町7-18 0276-72-3155

内科・整形外科・外科・消化器内科・呼吸器内科・循環器内科・糖尿病内科・神経内

科

皮膚科・眼科・リハビリテーション科・精神科

たなか医院 邑楽郡大泉町住吉55-16 0276-62-2881 内科・循環器内科

田沼整形外科医院 邑楽郡邑楽町中野1043-2 0276-88-9223 整形外科・リウマチ科・リハビリテーション科

田沼内科医院 邑楽郡邑楽町中野2867-3 0276-88-7522 内科・消化器科・小児科
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足利赤十字病院 登録医（館林市・邑楽郡）
五十音順0

医療機関名称 ﾘｰﾌﾚｯﾄ 住所 電話番号 診療科

千代田医院 邑楽郡千代田町赤岩1773-1 0276-86-6080 内科・胃腸科・外科・肛門科・小児科・整形外科・美容形成外科

つつじメンタルホスピタル 館林市小桑原町1505 0276-80-2111 心療内科・精神科・神経内科・内科

寺内医院 邑楽郡邑楽町赤堀1031 0276-88-1511 内科・消化器内科

土井レディスクリニック 館林市苗木町2599-128 0276-72-8841 産婦人科

は ハートクリニック 館林市富士見町4-23 0276-71-8810 内科・循環器内科

蜂谷病院 邑楽郡大泉町朝日4-11-1 0276-63-0888 内科

はまだクリニック 館林市赤土町119-2 0276-80-1100 内科・消化器内科・肝臓内科

福田ペインクリニック 邑楽郡明和町大佐貫588-1 0276-84-1233 麻酔科・内科

富士クリニック・ペインクリニック 邑楽郡大泉町富士3-13-8 0276-20-1971 麻酔科（ペインクリニック）・内科・循環器内科・リハビリテーション科

星野こどもクリニック 館林市楠町1159-5 0276-70-7200 小児科

堀越医院 館林市北成島町513 0276-73-4151 内科

ま ましも内科・胃腸科 邑楽郡大泉町城之内1-4-1 0276-62-2025 胃腸科・消化器科・内科

松井内科医院 館林市日向町523-7 0276-75-9880 内科・呼吸器内科・アレルギー科

真中医院 館林市本町3-4-5 0276-72-1630 産婦人科

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

まりレディスクリニック 館林市木戸町648 0276-76-7775 婦人科

三浦医院 邑楽郡大泉町北小泉3-11-6 0276-62-2917 内科・外科・麻酔科

ミツワ診療所 邑楽郡明和町梅原588 0276-70-3030 内科・アレルギー科・リウマチ科

森下内科医院 館林市花山町2943-1 0276-73-7776 循環器内科・内科

や 横田胃腸科内科 館林市細内町1005-1 0276-72-4970 内科、消化器科
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