
３回目接種医療機関一覧 2022/1/4現在

医療機関名 住所

1 あいざわクリニック 高崎市江木町175-5

2 相原医院 高崎市下滝町283-3

3 あおい内科クリニック 高崎市八千代町1-2-3

4 赤城クリニック 高崎市下小塙町327-2

5 朝倉クリニック 高崎市我峰町139

6 小児科あさひクリニック 高崎市矢中町680-1

7 あすなろクリニック 高崎市棟高町1675－550

8 あらいキンダークリニック 高崎市下中居町247-3

9 有賀クリニック 高崎市東町80-7

10 ありさわ整形外科 高崎市上小塙町769-3

11 いいづか たきた医院 高崎市沖町203-4

12 飯塚外科医院 高崎市吉井町吉井川353

13 井草医院 高崎市天神町136

14 いしもとレディスクリニック 高崎市中泉町６０８－２

15 いたがき内科クリニック 高崎市中泉町６０２－２

16 稲村クリニック　アレルギー・呼吸器内科 高崎市南大類町1241-5

17 乾小児科内科医院 高崎市宮元町207

18 乾内科クリニック 高崎市下小塙町1635

19 井上病院 高崎市通町55

20 今井内科小児科 高崎市箕郷町柏木沢2356-3

21 いわた内科クリニック 高崎市石原町4171

22 上原内科医院 高崎市中豊岡町125-3

23 うえはらクリニック 高崎市高関町354-1

24 内堀整形外科医院 高崎市栄町14-5

25 宇都木医院 高崎市西国分町１３９－３

26 うめやま医院 高崎市連雀町133

27 大塚医院 高崎市下小鳥町62-11

28 大山医院 高崎市浜川町2242-1

29 大原病院 高崎市飯玉町46

30 おおいクリニック 高崎市菅谷町８４７－７

31 大久保医院 高崎市新町2846

32 岡本内科クリニック 高崎市上中居町365-2

33 おかじょうクリニック 高崎市綿貫町1918-7

34 小川クリニック 高崎市矢中町312-9

35 小栗小児科医院 高崎市上中居町319-3

36 小倉クリニック 高崎市柴崎町60-11

37 小野垣医院 高崎市中居町3-39-2

38 貝沢中央医院 高崎市東貝沢町3-17-1

39 内科胃腸科循環器科貝瀬医院 高崎市大沢町202-4

40 勝田内科消化器クリニック 高崎市八千代町4-6-21

41 狩野外科医院 高崎市金古町２３０

42 上大類病院 高崎市上大類町759

43 上中居ファミリークリニック 高崎市上中居町411

44 上芝ファミリークリニック 高崎市箕郷町上芝183－3

45 川上医院 高崎市吉井町吉井129-2

46 関越中央病院 高崎市北原町７１

47 北高崎クリニック 高崎市大橋町158

48 きたがわ整形外科クリニック 高崎市菅谷町１０４１－２

49 希望館病院 高崎市江木町1120

50 桐山クリニック 高崎市末広町235-8
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51 久保田胃腸科内科クリニック 高崎市寺尾町240

52 くらがのファミリークリニック 高崎市倉賀野町2044-1

53 黒沢病院附属ヘルスパーククリニック 高崎市矢中町188

54 群馬リウマチクリニック 高崎市井野町1040-1

55 群馬八幡消化器内科クリニック 高崎市八幡町1112-1

56 群馬病院 高崎市稲荷台町１３６

57 県央医科歯科クリニック 高崎市中泉町６１０－２

58 小泉小児科医院 高崎市連雀町127

59 こいけ整形外科クリニック 高崎市浜川町1740-1

60 小板橋記念クリニック 高崎市上小塙町1012

61 こすもレディースクリニック 高崎市旭町113-7

62 こだまクリニック 高崎市石原町3225

63 小林医院 高崎市檜物町120-2

64 小林内科胃腸科医院 高崎市井野町649-2

65 小林外科胃腸科医院 高崎市上中居町187-1

66 五百山クリニック 高崎市乗附町1526-2

67 駒井病院 高崎市矢島町449-2

68 こやぎ内科 高崎市小八木町2031-6

69 近藤医院 高崎市岩鼻町324-3

70 櫻井医院 高崎市柴崎町1213-2

71 さくらクリニック 高崎市吉井町本郷字硯町852-6-A

72 佐々木医院 高崎市昭和町2

73 産科婦人科舘出張佐藤病院 高崎市若松町96

74 小児科佐藤医院 高崎市柳川町4

75 佐藤呼吸器科医院 高崎市飯塚町253-1

76 佐藤小児科内科医院 高崎市栄町27-13

77 佐藤医院（榛名） 高崎市下室田町９２０－２

78 サンピエール病院 高崎市上佐野町786-7

79 三愛会三愛クリニック 高崎市金古町１７５８

80 ＣＢＣクリニック 高崎市江木町1718-3

81 重田こども・アレルギークリニック 高崎市島野町1418

82 静内科 高崎市小八木町799-1

83 島田医院 高崎市吉井町吉井9

84 清水内科 高崎市飯塚町703

85 清水医院 高崎市新後閑町12-20

86 清水胃腸科内科クリニック 高崎市町屋町627-1

87 下和田クリニック 高崎市下和田町4-7-8

88 じゅん内科 高崎市井出町１５４８－５

89 城南医院 高崎市下和田町3-6-17

90 城山クリニック 高崎市城山町2-2-8

91 仁静堂医院 高崎市井野町1223

92 須賀内科医院 高崎市棟高町1068-14

93 砂長胃腸科外科医院 高崎市稲荷台町1305-1

94 関口医院 高崎市新町2273-7

95 セントラルレディースクリニック 高崎市東町80-7

96 善如寺医院 高崎市倉賀野町453-19 1階

97 相馬クリニック 高崎市下豊岡町142

98 こどもクリニックそね 高崎市上小塙町850-1

99 そはら内科 高崎市貝沢町1535ｰ1

100 第一病院 高崎市下小鳥町1277
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101 高崎タワークリニック眼科・泌尿器科 高崎市東町32-1 ブリリアタワー高崎 2F

102 高木医院 高崎市江木町113

103 たかさき耳鼻咽喉科 高崎市上大類町1277-1

104 高崎乳腺外科クリニック 高崎市島野町１４１６

105 たかはし眼科クリニック 高崎市西島町320

106 高崎ペインクリニック 高崎市柴崎町字天王前1497

107 高崎中央病院 高崎市高関町498-1

108 高瀬クリニック 高崎市南大類町885-2

109 高他整形外科クリニック 高崎市石原町495-5

110 武山クリニック 高崎市栄町18-4

111 多胡医院 高崎市吉井町吉井643-4

112 橘内科医院 高崎市宮元町273

113 耳鼻咽喉科田中医院 高崎市鍛冶町43

114 田村産婦人科 高崎市柳川町63

115 だるま眼科 高崎市飯塚町1055-1

116 中央群馬脳神経外科病院 高崎市中尾町鳥羽前64-1

117 月岡内科医院 高崎市岩鼻町258-1

118 土屋内科医院 高崎市問屋町2-1-1

119 つつみ内科クリニック 高崎市並榎町54-1

120 田路クリニック 高崎市吉井町馬庭571-1

121 通町診療所 高崎市通町143-2

122 土岐医院 高崎市本郷町６５－１

123 土岐内科医院 高崎市上里見町1650-1

124 豊岡呼吸器科内科クリニック 高崎市上豊岡町1037-1

125 問屋町クリニック 高崎市問屋町1-8-2

126 中島クリニック 高崎市末広町85-1

127 中島内科医院 高崎市下佐野町14

128 中泉こどもクリニック 高崎市中泉町６０８－１

129 なみえクリニック 高崎市上並榎町417

130 なりしげ整形外科 高崎市吉井町本郷77-1

131 西村医院 高崎市昭和町142-6

132 西口おなかのくどう内科 高崎市鶴見町4-2

133 西岡医院 高崎市浜川町1935

134 二之沢病院 高崎市足門町１４２－１

135 庭野クリニック 高崎市上並榎町151-1

136 沼野クリニック 高崎市柳川町15

137 野口病院 高崎市請地町38

138 野中医院 高崎市新町2136-6

139 野邑医院 高崎市倉渕町三ノ倉502-5

140 野村医院 高崎市新町1295-5

141 はぎわら内科医院 高崎市下豊岡町1387-1

142 長谷川内科医院 高崎市貝沢町1142-6

143 耳鼻咽喉科長谷川医院 高崎市片岡町2-29-2

144 花水木内科 高崎市下小鳥町93-10

145 浜尻クリニック 高崎市浜尻町216-5

146 林クリニック 高崎市棟高町889-13

147 榛名荘病院附属高崎診療所はるな脳外科 高崎市上豊岡町827-1

148 榛名荘病院 高崎市中室田町５９８９

149 ひうら医院小児科 高崎市剣崎町1151-1

150 ひぐち内科クリニック 高崎市正観寺町208
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151 日高病院 高崎市中尾町886

152 ひだまり診療所 高崎市乗附町1444-2

153 日高リハビリテーション病院 高崎市吉井町馬庭2204

154 ひばりクリニック 高崎市日高町1008-1

155 ヒロ循環器科胃腸科クリニック 高崎市吉井町長根1816

156 ふじえ内科医院 高崎市上滝町321

157 双葉胃腸内科クリニック 高崎市双葉町9-16

158 ふるた内科脳神経内科クリニック 高崎市上小塙町字東原1061-1

159 ふるしま医院 高崎市下里見町１４２４

160 細谷クリニック 高崎市沖町155

161 細谷たかさきクリニック 高崎市南大類町888-1

162 細谷医院 高崎市本郷町１４４３－１

163 堀越医院 高崎市椿町14

164 堀越内科クリニック 高崎市上中居町18

165 堀米医院 高崎市倉賀野町1690

166 真木病院 高崎市筑縄町71-1

167 牧元医院 高崎市芝塚町1845-2

168 真下クリニック 高崎市新保町1103-1

169 松本医院 高崎市相生町35

170 産科婦人科松原医院 高崎市新保町1585-1

171 松岡医院 高崎市片岡町1-17-31

172 松崎医院 高崎市島野町589

173 松本医院（吉井） 高崎市吉井町吉井156

174 真中記念クリニック 高崎市南大類町886-1

175 みさと診療所 高崎市箕郷町上芝628-1

176 水内外科内科医院 高崎市中豊岡町35-1

177 みずの神経内科・内科クリニック 高崎市倉賀野町6442

178 道又内科クリニック 高崎市柴崎町1187-2

179 みなぐち医院 高崎市下里見町２６８－１

180 小児科メイメイくりにっく 高崎市下之城町961

181 もぎ整形外科クリニック 高崎市井野町800-11

182 もてき脳神経外科 高崎市上小塙町567

183 森田クリニック 高崎市浜川町278-1

184 森内科クリニック 高崎市楽間町31-3

185 もんでん内科クリニック 高崎市天神町115-1

186 山内医院 高崎市北双葉町7-5

187 やまなクリニック 高崎市山名町283-1

188 やわたクリニック 高崎市八幡町421

189 吉村内科医院 高崎市相生町5

190 吉田内科 高崎市江木町273-4

191 吉浜内科小児科クリニック 高崎市鶴見町9-3

192 よしだ消化器内科クリニック 高崎市大八木町1797

193 吉原クリニック 高崎市中泉町６４９－１

194 吉井中央診療所 高崎市吉井町吉井415

195 整形外科ワイズクリニック 高崎市島野町1038-1

196 わかばクリニック 高崎市剣崎町249-5

197 綿貫病院 高崎市末広町41-1


