
高崎市もの忘れ相談医名簿

ＮＯ 医療機関名 医師名 住　　　所 電話番号 診療科目

1 有賀クリニック 有賀　長規 高崎市東町８０－７ ０２７－３２６－１７１１ 内科

2 いわたバディーズクリニック 岩田　　 泰 高崎市矢中町８４１ ０２７－３４７－４５６０ 内科

3 いわた内科クリニック 岩田　展明 高崎市石原町４１７１ ０２７－３２７－１２４１ 内科

4 乾小児科内科医院 乾　裕美子 高崎市宮元町２０７ ０２７－３２２－３２５２ 内科

5 乾内科クリニック 乾　　純和 高崎市下小塙町１６３５ ０２７－３４３－３３６８ 内科

6 うえはらクリニック 植原　政弘 高崎市高関町３５４－１ ０２７－３２２－４９６５ 内科

7 うめやま医院 梅山　知一 高崎市連雀町１３３ ０２７－３２８－５５００ 泌尿器科

8 大原病院 大原　一成 高崎市飯玉町４６ ０２７－３６２－５８００ 麻酔科

9 大原病院 大原　　 緑 高崎市飯玉町４６ ０２７－３６２－５８００ 内科

10 大山内科神経内科医院 大山　克巳 高崎市上並榎町１０９８ ０２７－３６３－２２５８ 内科

11 大山小児科医院 大山　碩也 高崎市倉賀野町２０４４－１ ０２７－３４６－０８８０ 小児科

12 岡本内科クリニック 岡本　克実 高崎市上中居町３６５－２ ０２７－３２５－５０５０ 内科

13 小栗小児科医院 小栗　政夫 高崎市上中居町３１９－３ ０２７－３２７－７８８７ 小児科

14 勝田内科消化器クリニック 勝田美恵子 高崎市八千代町四丁目６－２１ ０２７－３２７－５５５６ 内科

15 神田医院 森　　 弘文 高崎市片岡町１－１３－２１ ０２７－３２３－３２６９ 精神科

16 北高崎クリニック 太田　直樹 高崎市大橋町１５８ ０２７－３２２－２７０７ 内科

17 希望館病院 中村　　　勝 高崎市江木町１１２０ ０２７－３２２－４０６７ 泌尿器科

18 黒沢病院 大森　重宏 高崎市矢中町１８７ ０２７－３５２－１１６６ 脳神経外科

19 黒沢病院 中島　 まゆ 高崎市矢中町１８７ ０２７－３５２－１１６６ 脳神経外科

20 五百山クリニック 星野　綾美 高崎市乗附町１５２６－２ ０２７－３８４－６５０８ 内科

21 小林外科胃腸科医院 小林　 　力 高崎市上中居町１８６－３ ０２７－３２５－２０８５ 外科

22 小林外科胃腸科医院 小林　 　璿 高崎市上中居町１８６－３ ０２７－３２５－２０８５ 外科

23 駒井病院 駒井　和子 高崎市矢島町４４９－２ ０２７－３５２－６２１２ 精神科

24 駒井病院 山崎　　 哲 高崎市矢島町４４９－２ ０２７－３５２－６２１２ 精神科

25 老人保健施設ケアピース 佐野　敏男 高崎市上豊岡町１１６８－１ ０２７－３４４－２８００ 内科

26 近藤医院 近藤　清廉 高崎市岩鼻町乙３２４－３ ０２７－３４６－２２０８ 内科

27 佐藤小児科内科医院 佐藤　秀樹 高崎市栄町２７－１３ ０２７－３２２－４４９８ 内科

28 清水胃腸科内科クリニック 清水　直樹 高崎市町屋町６２７－１ ０２７－３６０－４７７１ 内科

29 下横町メンタルクリニック 丸茂　　潔 高崎市檜物町１０１ ０２７－３２８－７１６４ 精神科

30 昭和病院 坂田　義行 高崎市綿貫町１３４１ ０２７－３４７－１１７１ 外科
31 仁静堂医院 静　　 和彦 高崎市井野町１２２３ ０２７－３６１－４１６５ 内科
32 善如寺医院 善如寺　恵子 高崎市倉賀野町４５３－１９ ０２７－３４６－２３８２ 内科

33 第一病院 田村　耕成 高崎市下小鳥町１２７７ ０２７－３６２－１８１１ 内科

34 第一病院 横山　和宣 高崎市下小鳥町１２７７ ０２７－３６２－１８１１ 麻酔科

35 高木医院 高木　高人 高崎市江木町１１３ ０２７－３２２－１５４０ 内科

36 武山クリニック 武山　英美 高崎市栄町１８－４武山ビル１Ｆ ０２７－３２２－７０２７ 脳神経外科

37 橘内科医院 橘　 　正道 高崎市宮元町２７３ ０２７－３２２－３１３３ 内科

38 中央群馬脳神経外科病院 中沢　貞二 高崎市中尾町６４－１ ０２７－３６３－６１６１ 脳神経外科

39 月岡内科医院 月岡　鬨夫 高崎市岩鼻町２５８－１ ０２７－３４６－１２２６ 内科

40 通町診療所 平　　　　洋 高崎市通町１４３－２ ０２７－３２２－６５３４ 内科

41 豊岡呼吸器科内科クリニック 相原　利一 高崎市上豊岡町１０３７－１ ０２７－３４０－１１５９ 内科

42 中島クリニック 中島　　 透 高崎市末広町８５－１ ０２７－３２３－２０７７ 外科

43 西村医院 西村　　 茂 高崎市昭和町１４２－６ ０２７－３８８－１８１１ 内科

44 心療内科クリニック華 植原　睦美 高崎市高関町３５５ ０２７－３２６－１８９１ 精神科

45 浜尻クリニック 冨澤　　滋 高崎市浜尻町２１６－５ ０２７－３６３－８３１１ 小児科

46 ひだまり診療所 竹田　幸彦 高崎市乗附町１４４４－２ ０２７－３８４－８１１３ 内科

47 ふじえ内科医院 藤江　正雄 高崎市上滝町３２１ ０２７－３５２－７８００ 内科

48 真木病院 真木　武志 高崎市筑縄町７１－１ ０２７－３６１－８４１１ 外科

49 牧元医院 牧元　毅之 高崎市芝塚町１８４５－２ ０２７－３２２－３６２３ 内科
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50 正木整形外科医院 正木　　 高 高崎市天神町１２３ ０２７－３６３－８１８８ 整形外科

51 松岡病院 松岡　 　隆 高崎市片岡町1丁目１７－３１ ０２７－３２３－０９５４ 外科

52 松崎医院 松崎　　 勉 高崎市島野町５８９ ０２７－３５２－１２７８ 内科

53 松崎医院 松崎三千代 高崎市島野町５８９ ０２７－３５２－１２７８ 内科

54 松本医院 松本　幹生 高崎市相生町３５ ０２７－３２２－５９１３ 内科

55 水内外科内科医院 水内　　 整 高崎市中豊岡町３５－１ ０２７－３２３－４９５０ 外科

56 もてき脳神経外科 茂木　元喜 高崎市上小塙町５６７ ０２７－３４３－７７８８ 脳神経外科

63 もてき脳神経外科 石黒　幸司 高崎市上小塙町５６７ ０２７－３４３－７７８８ 神経内科

57 桃ノ木クリニック 佐々木菜穂子 高崎市八幡町１０６７－４ ０２７－３４４－３１３０ 内科

58 矢崎医院 矢崎　克己 高崎市剣崎町１０４９ ０２７－３４４－３５１１ 産婦人科

59 山内医院 山内　康彦 高崎市北双葉町７－５ ０２７－３２２－６３３８ 内科

60 吉川医院 吉川　守也 高崎市桧物町１４９ ０２７－３２３－１８０２ 内科

61 吉田内科 吉田　忠義 高崎市江木町２７３－４ ０２７－３２６－６２１０ 内科

62 吉田内科 吉田　秀忠 高崎市江木町２７３－４ ０２７－３２６－６２１０ 内科

64 高崎総合医療センター 金井　光康 高崎市高松町３６ ０２７－３２２－５９０１ 神経内科

65 飯塚外科医院 飯塚　久晴 高崎市吉井町吉井川３５３ ０２７－３８７－２７１１ 整形外科

66 上芝ファミリークリニック 西野　道夫 高崎市箕郷町上芝１８３－３ ０２７－３６０－７２３５ 内科

67 佐藤医院 佐藤　洋一 高崎市下室田町９２０－２ ０２７－３７４－３３６１ 内科

68 三愛クリニック 中村　佳男 高崎市金古町１７５８ ０２７－３７３－３１１３ 内科

69 関口医院 関口　哲郎 高崎市新町２２７３－７ ０２７４－４２－０２５１ 内科

70 田路クリニック 田路　　　了 高崎市吉井町馬庭５７１－１ ０２７－３８８－３５２７ 外科

71 地域ケアセンター診療所 前田　光久 高崎市北原町２９ ０２７－３７３－４０８８ 内科

72 土岐内科医院 土岐　宗利 高崎市上里見町１６５０－１ ０２７－３７４－１２７８ 内科

73 野中医院 小屋　智子 高崎市新町２１３６－６ ０２７４－４２－０２１９ 泌尿器科

74 野邑医院 野邑　陽二 高崎市倉渕町三ノ倉５０２－５ ０２７－３７８－３２１３ 内科

75 ふるしま医院 古島　吉之 高崎市下里見町１４２４ ０２７－３６０－８１００ 内科

76 細谷医院 細谷　 　剛 高崎市本郷町１４４３－１ ０２７－３４３－６０１０ 内科

77 みさと診療所 合志　裕一 高崎市箕郷町上芝６２８－１ ０２７－３５０－６０８０ 内科

78 みなぐち医院 水口　滋之 高崎市下里見町２６８－１ ０２７－３４０－３１０３ 消化器科

79 吉井中央診療所 エ刀刀　正吏 高崎市吉井町吉井４１５－１ ０２７－３８７－５８８９ 内科


