
足利赤十字病院 登録医（太田市）

医療機関名称 ﾘｰﾌﾚｯﾄ 住所 電話番号 診療科

あ あい太田クリニック 太田市新井町578-3 0276-52-8857 内科・外科

あいファミリィクリニック太田 太田市只上町364-1 0276-55-0600 内科・小児科・整形外科・皮膚科・リハビリテーション科

新井診療所 太田市新井町532-10 0276-46-1850 内科・呼吸器内科・アレルギー科・整形外科

荒木医院 太田市新田村田町442-1 0276-57-2722 皮膚科・内科・小児科

有坂医院 太田市龍舞町2072 0276-45-3681 内科・循環器科・小児科・皮膚科

伊藤産婦人科 太田市飯田町960 0276-45-2330 産婦人科

イムス太田中央総合病院 太田市東今泉町875-1 0276-37-2378

内科・循環器科・呼吸器内科・内分泌内科・漢方内科・外科・形成外科・整形外

脳神経外科・小児科・泌尿器科・婦人科・眼科・放射線科・リハビリテーション科

歯科・歯科口腔外科・矯正歯科・特診(アレルギー疾患内科・乳腺甲状腺外科）

皮膚科

岩崎医院 太田市新井町206 0276-45-5818 産婦人科

うがじんクリニック 太田市飯塚町685-10 0276-40-1414 内科・小児科

えはら内科クリニック 太田市下小林町534-3 0283-86-9933 内科・消化器・循環器・呼吸器・小児科

大川眼科 太田市下小林町56-6 0276-48-7700 眼科

大島胃腸科内科クリニック 太田市新野町1249-1 0276-33-7500 内科（消化器・内視鏡）

太田記念病院 太田市大島町455-1 0276-55-2200

総合（一般）内科・消化器内科・呼吸器内科・内分泌内科・循環器内科・神経内科

腎臓内科・泌尿器科・産婦人科・小児科・小児外科・外科・乳腺外科・呼吸器外科

心臓血管外科・脳神経外科・整形外科・形成外科・皮膚科・眼科・耳鼻咽喉科

救急科・リハビリテーション科・麻酔科（ペインクリニック）・放射線科

病理診断科・歯科口腔外科

太田協立診療所 太田市石原町927 0276-45-4911 内科・小児科・胃腸科・消化器内科

太田じんクリニック 太田市藤阿久町749-1 0276-33-7725 内科・人工透析内科・腎臓内科

太田中央眼科 太田市由良町2332-3 0276-31-6226 眼科

太田糖尿病クリニック 太田市南矢島町907-1 0276-55-6611 内科・糖尿病内科・腎臓内科・透析

おおたブレストクリニック 群馬県太田市西本町44-14 0276-50-1748 乳腺外科

太田南クリニック 太田市細谷町165-1 0276-57-8927 内科・外科・消化器科・肛門科・乳腺科

荻野整形外科クリニック 太田市南矢島町467-2 0276-38-0867 整形外科・外科・リウマチ科・リハビリテーション科

か 鹿山整形外科 太田市飯田町1098 0276-45-0511 整形外科・リウマチ科・リハビリテーション科

川田クリニック 太田市由良町1622-11 0276-33-7755 糖尿病・泌尿器科

木崎クリニック 太田市新田木崎町1114-3 0276-56-7770 内科・小児科・皮膚科・眼科・耳鼻咽喉科・消化器科・アレルギー科

喜多村クリニック 太田市東本町40-30 0276-26-1000 内科・小児科・循環器科

くつなクリニック 太田市由良町886-1 0276-60-4475 内科・消化器科・外科

剣持整形外科 太田市東本町42-1 0276-25-2537 整形外科・形成外科・リハビリテーション科

こいそ整形外科クリニック 太田市龍舞町1799-10 0276-60-5518 整形外科・リウマチ科・リハビリテーション科

宏愛会第一病院 太田市六千石町99-63 0277-78-1555 外科・消化器科

小島医院 太田市熊野町8-9 0276-25-0378 内科

小林胃腸科医院 太田市新井町518-12 0276-45-9080 外科・内科

小林クリニック 太田市世良田町1574-1 0276-60-7560 内科・循環器内科

さ 坂本胃腸科医院 太田市大原町1061-9 0277-40-4111 消化器科・外科・大腸肛門科

佐藤耳鼻咽喉科医院 太田市飯塚町92-1 0276-48-4526 耳鼻咽喉科

三枚橋病院 太田市長手町1744 0276-22-4337 精神科

耳鼻咽喉科みなみ医院 太田市飯田町817-1 0276-45-6250 耳鼻咽喉科・形成外科

下浜田クリニック 太田市下浜田町1264-1 0276-47-7330 神経内科

秀クリニック 太田市高林北町2030-1 0276-38-1137 内科・循環器科・皮膚科
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http://www.aioota.org/
http://araiclinic.info/
http://www.ito-ogc.jp/
http://www.ims.gr.jp/ohta/
https://itp.ne.jp/info/104538269000000899/
http://www.ookawaganka.net/
http://www.ota-hosp.or.jp/
https://www.kyouritsu.org/hospital_clinic/ota_cl.htm
http://www.yamatoclinicmall.com/jin/equipment/landscape_ohta.html
https://www.ootadiabetesclinic.com/
https://www.ota-breast.jp/page1
https://otaminami.byoinnavi.jp/
http://www.kayama-seikei.jp/index.html
http://www.citydo.com/prf/gunma/guide/sg/215000916.html
http://kizaki.cc/
https://www.kobamic.jp/
https://kutsuna.info/
https://www.kossmos.jp/
http://www.koaikai.jp/daiichi/
http://www.med-kobayashi.com/
http://www012.upp.so-net.ne.jp/home-kobayashi/
http://akagikai.jp/
http://minami-1.byoinnavi.jp/pc/clinic.html
http://syu-cl.byoinnavi.jp/pc/
http://www.ashikaga.jrc.or.jp/files/libs/3456/202008181006484686.pdf
http://www.ashikaga.jrc.or.jp/files/libs/3427/202008181005315367.pdf
http://www.ashikaga.jrc.or.jp/files/libs/3428/202008181005335235.pdf
http://www.ashikaga.jrc.or.jp/files/libs/3431/202008181005355894.pdf
http://www.ashikaga.jrc.or.jp/files/libs/3433/202008181005366643.pdf
http://www.ashikaga.jrc.or.jp/files/libs/3432/202008181005367992.pdf
http://www.ashikaga.jrc.or.jp/files/libs/3434/202008181005375008.pdf
http://www.ashikaga.jrc.or.jp/files/libs/3435/202008181005388138.pdf
http://www.ashikaga.jrc.or.jp/files/libs/3436/202008181005389787.pdf
http://www.ashikaga.jrc.or.jp/files/libs/3438/202008181006112157.pdf
http://www.ashikaga.jrc.or.jp/files/libs/3439/202008181006125300.pdf
http://www.ashikaga.jrc.or.jp/files/libs/3454/202008181006469110.pdf
http://www.ashikaga.jrc.or.jp/files/libs/3455/202008181006478314.pdf
http://www.ashikaga.jrc.or.jp/files/libs/3458/202008181007062704.pdf
http://www.ashikaga.jrc.or.jp/files/libs/3459/202008181007073876.pdf
http://www.ashikaga.jrc.or.jp/files/libs/3429/202008181005348585.pdf
http://www.ashikaga.jrc.or.jp/files/libs/4006/202202140934238315.pdf


足利赤十字病院 登録医（太田市）

医療機関名称 ﾘｰﾌﾚｯﾄ 住所 電話番号 診療科

城山病院 太田市飯塚町1 0276-46-0311 内科・外科・心臓血管外科

杉立医院 太田市台之郷町1713-1 0276-46-9345 内科・小児科

杉田内科医院 太田市鳥山上町1536-3 0276-37-7338 内科・消化器科・循環器科・小児科

関口医院 太田市牛沢町179 0276-38-0358 消化器科・内科

た 宝診療所 太田市宝町379 0276-31-8200 小児科

たちばな小児科アレルギー科クリニック 太田市藤阿久町805-2 0276-33-7177 小児科・アレルギー科

東毛敬愛病院 太田市上小林町230-1 0276-26-1793 内科・外科・整形外科・麻酔科

とうもう整形外科クリニック 太田市東金井町311-1 0276-20-2500 整形外科・リハビリテーション科・リウマチ科・内科

ときざわレディスクリニック 太田市小舞木町256 0276-60-2580 婦人科

登田医院 太田市八幡町11-6 0276-25-5556 内科・外科・消化器科・肛門科

呑龍クリニック 太田市飯田町1083-1 0276-60-3011 透析施設

な 中野医院 太田市成塚町150-85 0276-37-5800 内科・小児科

なないろこどもクリニック 太田市龍舞町1799-2 0276-55-5568 小児科・アレルギー科

成田医院 太田市東本町12-17 0276-22-2096 内科・外科・産婦人科・小児科

野口皮膚科医院 太田市飯塚町704-1 0276-60-1211 皮膚科・形成外科・小児科

は 八幡クリニック 太田市八幡町27-7 0276-20-2220 耳鼻咽喉科・内科

服部・えびすさまクリニック 太田市飯塚町985-1 0276-55-3111 内科・神経内科・消化器内科・小児科

平原内科・消化器科 太田市小舞木町226 0276-45-3891 内科・消化器内科・糖尿病内科・小児科・内視鏡内科

深川クリニック 太田市小舞木町415 0276-45-0133 内科・消化器科

藤井レディースクリニック 太田市東矢島1184-1 0276-60-3111 産婦人科

ふくだ耳鼻咽喉科クリニック
太田市下小林町534-3

メディカルポート太田
0276-60-3130 耳鼻咽喉科・アレルギー科

冨士ヶ丘病院 太田市熊野町38-81 0276-22-1281 内科・麻酔科・リハビリテーション科

星野内科胃腸科医院 太田市東矢島町776-5 0276-48-5525 内科・胃腸科・小児科

堀江病院 太田市高林東町1800 0276-38-1215

内科・循環器科・外科・消化器科・整形外科・脳神経外科・腎臓内科・麻酔科

ペインクリニック・神経内科・精神科・心療内科・皮膚科・婦人科・放射線科

リハビリテーション科

堀越医院 太田市鳥山下町871-1 0276-22-2660 内科・小児科

ま まえはら耳鼻咽喉科クリニック 太田市下小林町192-1 0276-30-2777 耳鼻咽喉科

みのわクリニック 群馬県太田市由良町93-3 0276-40-4888 内科・小児科・脳外

もとじま整形外科・糖尿病内科 太田市新野町1160 0276-33-9777 整形外科・リハビリテーション科・糖尿病内科・内科一般

本島総合病院 太田市西本町3-8 0276-22-7131

内科・神経内科・呼吸器内科・循環器内科・肝臓内科・血液内科

内分泌（甲状腺・糖尿病）内科・リウマチ、膠原病内科・小児科内科

放射線科・外科、消化器外科・内科、乳腺外科・内視鏡内科

心臓血管外科・整形外科・脳神経外科・泌尿器科（人工透析部）

皮膚科・眼科・耳鼻咽喉科・婦人科・歯科口腔外科

リハビリテーション科・麻酔科

や 山口医院 太田市台之郷町257 0276-45-8818 婦人科・内科・小児科

山田クリニック 太田市上小林町193 0276-40-2121 内科・外科・消化器内科・肛門外科・呼吸器内科

わ 和賀クリニック 太田市大原町82-273 0277-20-4370 内科・アレルギー科・小児科・眼科
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https://www.shiroyama-hospital.or.jp/
http://sekiguchi-cl.byoinnavi.jp/pc/
http://tachibana-shounika.com/
http://www.keiai-h.com/
http://www.toumoucl.com/
http://tokizawa.jp/
http://www.n2tc.jp/pc/
http://www.shinbashi.or.jp/donryu/
http://www.nanairo-kodomo.jp/
http://noguchi.867.jp/
http://www.gunma-doujinkai.or.jp/fureai/archives/2324
http://www.absu.jp/
https://www.hiraharaclinic.com/
http://www.fukagawa-clinic.jp/
http://www.fujii-l-c.sakura.ne.jp/
http://www.fukuda-ent.com/
http://www.fujigaoka-hosp.jp/
http://www.horie.or.jp/
http://med.wind.ne.jp/maeharajibika/
http://motojimaclinic.com/
https://www.motojima.jp/
http://www.page.sannet.ne.jp/nobukyu/
http://www012.upp.so-net.ne.jp/yamadaclinic/
http://www17.plala.or.jp/wagaclinic/
http://www.ashikaga.jrc.or.jp/files/libs/3440/202008181006134563.pdf
http://www.ashikaga.jrc.or.jp/files/libs/3441/202008181006147087.pdf
http://www.ashikaga.jrc.or.jp/files/libs/3442/202008181006142175.pdf
http://www.ashikaga.jrc.or.jp/files/libs/3443/202008181006153725.pdf
http://www.ashikaga.jrc.or.jp/files/libs/3445/202008181006161125.pdf
http://www.ashikaga.jrc.or.jp/files/libs/3444/202008181006169475.pdf
http://www.ashikaga.jrc.or.jp/files/libs/3446/202008181006177869.pdf
http://www.ashikaga.jrc.or.jp/files/libs/3447/202008181006406955.pdf
http://www.ashikaga.jrc.or.jp/files/libs/3448/202008181006414330.pdf
http://www.ashikaga.jrc.or.jp/files/libs/3451/202008181006441478.pdf
http://www.ashikaga.jrc.or.jp/files/libs/3449/202008181006432597.pdf
http://www.ashikaga.jrc.or.jp/files/libs/3450/202008181006431136.pdf
http://www.ashikaga.jrc.or.jp/files/libs/3452/202008181006457400.pdf
http://www.ashikaga.jrc.or.jp/files/libs/3453/202008181006455315.pdf
http://www.ashikaga.jrc.or.jp/files/libs/3457/2020081810070419.pdf
http://www.ashikaga.jrc.or.jp/files/libs/3460/202008181007081888.pdf
http://www.ashikaga.jrc.or.jp/files/libs/3461/202008181007099407.pdf

