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わたなべクリニック 362-0021 埼玉県 上尾市 原市2387-2 048-724-0611 内科　胃腸科　循環器科　アレルギー科　リハビリテーション科

みらいず眼科 351-0016 埼玉県 朝霞市 青葉台1-3-2　青葉台メディカルプラザ１F 048-423-7310 眼科

大野眼科クリニック 351-0034 埼玉県 朝霞市 西原2-14-18 048-424-3733 眼科

TMGあさか医療センター 351-0023 埼玉県 朝霞市 溝沼1340-1 048-466-2055
消化器内科　呼吸器内科　血液内科　腎臓内科　循環器内科　糖尿病・内分泌内科　小児科　外科　小児外科　整
形外科　脳神経外科　形成外科　歯科口腔外科　皮膚科　泌尿器科　耳鼻咽喉科　眼科　婦人科

桶川中央クリニック 363-0022 埼玉県 桶川市 若宮2-2-22 048-786-6628 内科　小児科　消化器内科　胃腸内科　内視鏡内科

松浦婦人科専門クリニック 344-0031 埼玉県 春日部市 一ノ割1-5-1 048-735-7851 産婦人科

ファミリークリニック春日部 344-0033 埼玉県 春日部市 備後西3-7-23 048-796-5713 内科　緩和ケア内科　循環器内科　皮膚科　精神科

川口メンタルクリニック 332-0012 埼玉県 川口市 本町4丁目7-3　ミヤビル1F 048-446-6342 精神科　心療内科

川口工業総合病院 332-0031 埼玉県 川口市 青木1-18-15 048-252-4873
内科　循環器科　神経内科　アレルギー科　外科　整形外科　リウマチ科　眼科　耳鼻咽喉科　皮膚科　泌尿器科
リハビリテーション科　麻酔科　消化器内科　血管外科　乳腺外科　救急科　放射線科

川口青木うぶかた皮フ科クリニック 332-0031 埼玉県 川口市 青木3-1-33 048-256-8325 皮膚科

新井宿駅前内科クリニック 333-0826 埼玉県 川口市 新井宿40-2 048-287-3392 内科　消化器内科

さいぐさクリニック 334-0055 埼玉県 川口市 安行小山487-5 048-290-7171 内科　皮膚科　外科　婦人科　整形外科

ひらいし眼科 333-0834 埼玉県 川口市 安行領根岸3180　イオンモール川口3階 048-287-9887 眼科

しば内科・循環器内科クリニック 332-0023 埼玉県 川口市 飯塚1-3-6　プラウドタワー川口102 048-242-3227 内科　循環器内科

金山町たたら内科 332-0014 埼玉県 川口市 金山町12-1　サウスゲートタワー川口1Ｆ 048-228-6060 内科　循環器内科

川口さくら病院 333-0832 埼玉県 川口市 神戸258-1 048-283-1200 内科　精神科（認知症）　リハビリテーション科

たなかファミリークリニック 332-0016 埼玉県 川口市 幸町1-1-17　フクロク・ハイ・マンション1号館 203号室 048-299-4181 糖尿病内科

川口スキンクリニック 332-0017 埼玉県 川口市 栄町3-7-1　かわぐちキャスティ6Ｆ 048-255-4618 形成外科　皮膚科

樹モール歯科 332-0017 埼玉県 川口市 栄町3-10-13-1F 048-256-8888 歯科　口腔外科　小児歯科

こむら循環器内科クリニック 332-0017 埼玉県 川口市 栄町3-10-18 048-229-3710 循環器内科

須田医院 334-0003 埼玉県 川口市 坂下町4-7-4 048-281-2526 内科　消化器科　血液透析

はとがや病院 334-0003 埼玉県 川口市 坂下町4-16-26 048-282-1890 一般内科　循環器内科　消化器内科　整形外科　皮膚科　形成外科

あずま在宅クリニック 334-0003 埼玉県 川口市 坂下町4-51-1 048-446-7039 内科　泌尿器科　老年内科

鳩ヶ谷耳鼻咽喉科 334-0005 埼玉県 川口市 里372　メディカルガーデン川口１F 048-299-8733 耳鼻咽喉科

さとう眼科医院 333-0866 埼玉県 川口市 芝4-5-30 048-266-7359 眼科

ひらた内科・在宅クリニック 333-0848 埼玉県 川口市 芝下1-12-3 エスポワール100 048-471-9997 内科　消化器内科

山際眼科医院 333-0848 埼玉県 川口市 芝下2-22-12 048-267-8211 眼科

みねぎし耳鼻咽喉科クリニック 330-0869 埼玉県 川口市 芝宮根町1-13 048-264-3387 耳鼻咽喉科
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新井整形外科 333-0852 埼玉県 川口市 芝樋ノ爪1-6-27 048-266-5532 整形外科

ＨＳデンタルサロン 333-0802 埼玉県 川口市 戸塚東1-2-28 048-287-3373 歯科　歯科口腔外科　矯正　小児歯科

あい歯科医院 332-0034 埼玉県 川口市 並木1-23-24 048-255-2000 歯科　矯正歯科　小児歯科

かがやきクリニック川口 332-0034 埼玉県 川口市 並木3-17-27　エムエスビル101 048-299-9095 内科　皮膚科　臨床検査科　もの忘れ外来

齋藤記念病院 332-0034 埼玉県 川口市 並木4-6-6 048-252-8762 内科・胃腸科・消化器科・循環器科・呼吸器科・泌尿器科・整形外科・外科・心臓血管外科

きむら内科外科クリニック 332-0035 埼玉県 川口市 西青木1-21-19 048-291-8560 内科　外科　血管外科　乳腺外科　消化器内科

中村眼科 332-0021 埼玉県 川口市 西川口1-26-10　サンビーム西川口1F 048-240-6007 眼科

日精歯科鳩ヶ谷診療所 334-0002 埼玉県 川口市 鳩ヶ谷本町4-3-10 048-281-8811 歯科　矯正歯科

東川口病院 333-0801 埼玉県 川口市 東川口2-10-8 048-295-1000 整形外科　内科　小児科　脳神経外科　耳鼻咽喉科　皮膚科　麻酔科　循環器科　外科・消化器外科　泌尿器科

ひふみクリニック 332-0003 埼玉県 川口市 東領家3-7-12 048-420-9511 内科　乳腺外科　外科　皮膚科

ひなたデンタルクリニック川口 332-0012 埼玉県 川口市 本町2-6-11 本町鈴木ビル1F 048-222-1188 一般歯科　小児歯科

うめだＤＭクリニック 332-0012 埼玉県 川口市 本町4-3-1　サンケイビル5Ｆ 048-223-7778 内科　心療内科　糖尿病　代謝内科

フクダクリニック 334-0013 埼玉県 川口市 南鳩ヶ谷1-9-6 048-282-6000 内科　小児科　眼科

埼玉厚生病院 334-0013 埼玉県 川口市 南鳩ヶ谷6-5-5 048-281-7611 内科・一般外科・脳神経外科・循環器内科・整形外科・消化器内科・眼科・皮膚科

きよた眼科 332-0028 埼玉県 川口市 宮町18-9-2F 048-257-6969 眼科

ホワイト歯科 332-0011 埼玉県 川口市 元郷1-4-5　ベアーズビルⅡ　1F 048-223-1111 歯科、小児歯科、矯正歯科

青木中央クリニック 333-0861 埼玉県 川口市 柳崎3-7-24 048-260-1211 整形外科　内科　消化器内科　脳神経外科　リハビリテーション科　歯科　肛門外科

吉津内科クリニック 332-0011 埼玉県 川口市 領家1-1-11 048-223-5628 内科・循環器科・呼吸器科・糖尿病内科

島田整形外科医院 350-0042 埼玉県 川越市 中原町2-1-4 049-222-3576 整形外科

おおひら耳鼻咽喉科 350-0023 埼玉県 川越市 並木246-1　リヴォーレ中田1階1号 049-236-0323 耳鼻咽喉科

ちあきメディカルクリニック 350-0045 埼玉県 川越市 南通町2-3　小野沢ビル2Ｆ 049-225-0199 内科　外科　糖尿病内科

霞ヶ関南病院 350-1173 埼玉県 川越市 安比奈新田283-1 049-232-1313
内科・糖尿病内科・神経内科・皮膚科・眼科・整形外科・リウマチ科・泌尿器科・放射線科・リハビリテーション科・歯
科

伊奈病院 362-0806 埼玉県 北足立郡 伊奈町小室9419 048-721-3692
内科・外科・整形外科・脳神経外科・小児科・眼科・耳鼻いんこう科・皮膚科・婦人科・泌尿器科・麻酔科・リハビリ
テーション科・乳腺外科・肛門外科

山崎整形外科 346-0106 埼玉県 久喜市 菖蒲町新堀418-1 048-085-0184 整形外科　リハビリ科

荻野耳鼻咽喉科医院 360-0042 埼玉県 熊谷市 本町2-137 048-521-0357 耳鼻咽喉科

乳腺レディースクリニック越谷 343-0845 埼玉県 越谷市 南越谷1-19-2　アバンセ南越谷5階 048-988-5550 乳腺外科　腫瘍内科

加藤医院 343-0845 埼玉県 越谷市 南越谷4-5-3 048-985-1626 内科　小児科

岩槻南病院 339-0033 埼玉県 さいたま市 岩槻区黒谷2256 048-798-2001 内科　循環器科
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さいたま岩槻病院 339-0009 埼玉県 さいたま市 岩槻区慈恩寺75番地 048-793-2011 脳神経外科　内科　整形外科　外科　リハビリテーション科

桑原歯科医院 339-0028 埼玉県 さいたま市 岩槻区美園東1-5-15 048-797-2820 一般・小児・矯正歯科

さとう歯科医院 339-0074 埼玉県 さいたま市 岩槻区本宿23-1 048-797-6161 歯科　小児歯科　口腔外科

かみうら耳鼻咽喉科 339-0057 埼玉県 さいたま市 岩槻区本町1-5-3 048-757-2203 耳鼻咽喉科

丸山記念総合病院 339-8521 埼玉県 さいたま市 岩槻区本町2-10-5 048-757-3511
内科　神経内科　人工透析内科　外科　整形外科　脳神経外科　形成外科　精神科　小児科　皮膚科　泌尿器科
産婦人科　眼科　耳鼻咽喉科　リハビリテーション科　放射線科　歯科　歯科口腔外科　呼吸器内科　乳腺外科　呼
吸器外科　肛門外科　消化器内科　消化器外科　胃腸内科　循環器内科　気管食道外科　麻酔科

ゆりレディースクリニック 330-0071 埼玉県 さいたま市 浦和区上木崎2-7-13　メディカルモール新都心2F 048-767-6008 産婦人科

しみずデンタルクリニック 330-0074 埼玉県 さいたま市 浦和区北浦和4-1-5　ＨＹビル2階 048-827-5166 歯科　小児歯科　口腔外科　矯正歯科

こんの眼科 330-0061 埼玉県 さいたま市 浦和区常盤10-7-11 048-830-0533 眼科

オジスキンクリニック 330-0062 埼玉県 さいたま市 浦和区仲町1-1-14　MEFULL浦和6・7階 048-711-5975 形成外科　美容外科　皮膚科　美容皮膚科

浦和スキンケアクリニック 330-0062 埼玉県 さいたま市 浦和区仲町1-6-4　ソサナビル4階 048-826-0001 皮膚科　美容皮膚科

みらい胃・大腸内視鏡クリニック 330-0062 埼玉県 さいたま市 浦和区仲町1-6-6　うらわメディカルBld.2階 048-822-7140 内視鏡内科　内科

いとう医院 330-0063 埼玉県 さいたま市 浦和区高砂2-10-11 048-822-9492 皮フ科

パンジー皮膚科クリニック 330-0064 埼玉県 さいたま市 浦和区岸町4-2-15　石内ビル3F 048-834-0007 皮膚科

浦和中央歯科クリニック 336-0031 埼玉県 さいたま市 南区鹿手袋1-1-1　プラザホテル浦和1F 048-863-4618 歯科・小児歯科・口腔外科・矯正歯科

森整形外科 330-0852 埼玉県 さいたま市 大宮区大成町3-248-1　みよしビル2F 048-653-6600 整形外科・リウマチ科・リハビリテーション科

大宮シティクリニック 330-8669 埼玉県 さいたま市 大宮区桜木町1-7-5　ソニックシティビル30階 048-645-1256 内科

さいたま胃腸クリニック 330-0854 埼玉県 さいたま市 大宮区桜木町1-266-12-2F 048-641-7770 胃腸内科　内視鏡内科　肛門内科　内科

総合クリニックドクターランド大宮 330-0854 埼玉県 さいたま市 大宮区桜木町2-3　ダイエー大宮店3階 048-782-8789 内科　循環器内科　消化器内科　整形外科　リハビリテーション科　皮膚科　耳鼻咽喉科

本田眼科 330-0854 埼玉県 さいたま市 大宮区桜木町2-3　大宮マルイ5階 048-657-8150 眼科

のなか内科 330-0844 埼玉県 さいたま市 大宮区下町3-7-1 グランドミッドタワーズ大宮スカイタワー1階 048-641-8777 内科　内視鏡内科　消化器内科

ミツイ眼科医院 330-0845 埼玉県 さいたま市 大宮区仲町2-75　大宮フコク生命ビル2階 048-644-0031 眼科

泌尿器と男性不妊のクリニック 330-0846 埼玉県 さいたま市 大宮区大門町2-118　大宮門街WEST4階 048-645-0223 泌尿器科

ゆうメンタルクリニック大宮院 330-0802 埼玉県 さいたま市 大宮区宮町1-5　大宮銀座ビル3F 048-641-0111 精神科　心療内科

むらのひがしクリニック 331-0815 埼玉県 さいたま市 北区大成町4-318-3 048-788-1781 内科　糖尿病内科　眼科

大宮ほほえみクリニック 331-0804 埼玉県 さいたま市 北区土呂町1-6-1　大宮サッカービル2F 048-778-9005 内科

本郷脳神経外科 331-0802 埼玉県 さいたま市 北区本郷町1100-2 048-652-8811 脳神経外科

石塚内科クリニック 331-0811 埼玉県 さいたま市 北区吉野町1-377-4 048-661-0888 内科　糖尿病　内分泌内科

えんなみ歯科 338-0007 埼玉県 さいたま市 中央区円阿弥2-11-21 048-858-7770 歯科　小児歯科
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さいたま中央クリニック 338-0001 埼玉県 さいたま市 中央区上落合8-3-32 048-858-0003
内科　外科　耳鼻咽喉科　皮膚科　泌尿器科　循環器内科　内分泌内科　消化器内科　アレルギー科　放射線科
肛門外科

すわ歯科医院 338-0011 埼玉県 さいたま市 中央区新中里1-2-1　石原ビル1F埼大通り面店舗 048-706-8241 歯科　矯正歯科　小児歯科　歯科口腔外科

さいたま新都心　ジャガークリニック 330-0081 埼玉県 さいたま市 中央区新都心4-15 048-789-7114 内科　小児科　外科

やまもと内科クリニック 338-0013 埼玉県 さいたま市 中央区鈴谷4-16-14-1 048-853-8877 内科　消化器科　訪問診療

ハーミット歯科 337-0047 埼玉県 さいたま市 西区指扇3620　ハーモーニーＫ1階 048-779-8621 歯科　口腔外科　小児歯科　矯正科

与野中央病院 331-0054 埼玉県 さいたま市 西区島根65 048-624-2211 精神科

指扇病院 331-0074 埼玉県 さいたま市 西区宝来1295-1 048-623-1101
内科　循環器内科　外科　整形外科　眼科　脳神経外科　皮膚科　泌尿器科　耳鼻咽喉科　麻酔科　リハビリテー
ション科　歯科　肛門外科　放射線科

ゆう歯科クリニック 336-0926 埼玉県 さいたま市 緑区東浦和2-51-26　サミットストア東浦和店2F　 048-810-5733 歯科　口腔外科

フルヤ歯科クリニック 336-0964 埼玉県 さいたま市 緑区東大門2-22-8 048-812-1182 一般歯科　小児歯科　歯科口腔外科

かたやまクリニック 336-0967 埼玉県 さいたま市 緑区美園五丁目43番地15 048-711-1671 心療内科　精神科

スカイ＆ガーデン　デンタルオフィス 336-0027 埼玉県 さいたま市 南区沼影1-11-2　東棟2階 048-711-1900 歯科　小児歯科　矯正歯科　歯科口腔外科

かまたデンタルオフィス 336-0024 埼玉県 さいたま市 南区根岸3-23-14 048-862-1182 歯科　小児歯科　矯正歯科

後藤歯科医院 336-0024 埼玉県 さいたま市 南区根岸3-35-3 048-862-3881 歯科

南浦和駅前町田クリニック 336-0018 埼玉県 さいたま市 南区南本町2-1-2　プラザマツヤビル3F 048-764-9797

森永眼科クリニック 336-0017. 埼玉県 さいたま市 南区南浦和2-12-18-3F 048-762-6152 眼科

桜レディースクリニック 336-0018 埼玉県 さいたま市 南区南本町2-12-3　南浦和メディカルセンター3階 048-789-7831 乳腺外科　外科

よしはら眼科 336-0017 埼玉県 さいたま市 南区南浦和3-14-17 048-885-5333 眼科

南浦和東口心療クリニック 336-0017 埼玉県 さいたま市 南区南浦和2-38-7　富士見ビル2階 048-767-4556 心療内科　精神科

ローズマタニティクリニック 336-0026 埼玉県 さいたま市 南区辻7-8-17 048-838-1103 産婦人科

まつざきファミリークリニック 337-0032 埼玉県 さいたま市 見沼区東新井9-1 048-688-9191 内科　泌尿器科　外科　皮膚科　漢方内科

髙田歯科クリニック 337-0051 埼玉県 さいたま市 見沼区東大宮4-8-5-1階 048-778-7948 歯科　口腔外科　小児歯科　矯正

土合歯科 338-0832 埼玉県 さいたま市 桜区西堀6-14-24 048-864-1233 一般歯科

中園医院 350-1304 埼玉県 狭山市 狭山台4-3-6 04-2958-1191 内科・眼科・小児科・皮膚科

志木ファミリークリニック 353-0004 埼玉県 志木市 本町5-12-21　GRACE1階 048-487-7681 内科　皮フ科　精神科

志木大腸肛門クリニック 353-0004 埼玉県 志木市 本町5-19-15 048-423-8768 消化器内科　肛門科

志木駅前クリニック 353-0004 埼玉県 志木市 本町5-21-63 048-473-8101 内科・腎臓内科・循環器内科・透析内科

よつはレディースクリニック志木 353-0004 埼玉県 志木市 本町5-25-8　ドゥーセットビル3階 048-423-6428 婦人科

篠津医院 349-0204 埼玉県 白岡市 篠津1936-5 0480-92-1600 内科
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アリス歯科クリニック 349-0212 埼玉県　 白岡市 新白岡1-1-1 0480-91-0144

なごみ診療所 349-0212 埼玉県 白岡市 新白岡4-14-1　プタハ新白岡201号室 0480-53-7793 内科　皮膚科

虎溪医院 340-0002 埼玉県 草加市 青柳6-22-1 048-931-3700 内科　循環器内科

やつか整形外科内科 340-0028 埼玉県 草加市 谷塚1-20-20 048-928-6218 整形外科　内科　皮膚科

菊野ホームメディカルクリニック 340-0004 埼玉県 草加市 弁天1-26-25　プレミエールモリタ206 048-951-4284 内科　泌尿器科　皮膚科

瀬戸病院 359-1128 埼玉県 所沢市 金山町8-6 04-2922-0221
内科　小児科　産婦人科　形成外科　泌尿器科　乳腺外科　小児外科　呼吸器内科　腎臓内科　神経内科　代謝内
科

所沢肛門病院 359-1141 埼玉県 所沢市 小手指町1-3-3 04-2926-7521 大腸肛門科

所沢緑ヶ丘病院 359-1161 埼玉県 所沢市 狭山ヶ丘1-3009 04-2948-8181 内科・循環器科・呼吸器科・消化器科・心臓血管外科・リウマチ科・放射線科・リハビリテーション科

山口えのき眼科 359-1145 埼玉県 所沢市 山口1254-4 04-2903-5333 眼科

大島内科クリニック 335-0022 埼玉県 戸田市 上戸田2-1-15 048-430-2020 内科　循環器内科

とだ小林医院 335-0013 埼玉県 戸田市 喜沢1-27-10 048-441-1511 整形外科　内科　リハビリテーション科

もとはしクリニック 355-0014 埼玉県 戸田市 喜沢南2-7-14 048-431-5500 内科　呼吸器内科　アレルギー科　循環器内科

さとう内科ファミリークリニック 335-0034 埼玉県 戸田市 笹目1-33-7 048-421-0310 リウマチ科

戸田笹目耳鼻科 335-0034 埼玉県 戸田市 笹目1-33-14 048-421-8733 耳鼻咽喉科　麻酔科

戸田笹目耳鼻科 335-0034 埼玉県 戸田市 笹目1-33-14 048-421-8733 耳鼻咽喉科　麻酔科

公平病院 335-0035 埼玉県 戸田市 笹目南町20-16 048-421-3030
消化器外科・消化器内科・外科・内科・整形外科・循環器内科・糖尿病内科・腫瘍内科・緩和ケア内科・神経内科・放
射線科・乳腺外科

こどもみらいデンタルクリニック 335-0011 埼玉県 戸田市 下戸田1-7-8　モンテ・ボヌール1F 048-229-4614 歯科　小児歯科　矯正歯科

中島病院 335-0011 埼玉県 戸田市 下戸田2-7-10 048-441-1211
内科　循環器科　消化器科　呼吸器科　神経内科　外科　形成外科　呼吸器外科　肛門科　整形外科　小児科　麻
酔科

戸田おとなこども歯科 335-0021 埼玉県 戸田市 新曽805-1　戸田駅前細野ビル1F 048-229-0130 一般歯科　小児歯科　矯正歯科　審美歯科　口腔外科　インプラント　ホワイトニング　歯周病

戸田なかたに整形外科 335-0021 埼玉県 戸田市 新曽984-1 048-291-8200 整形外科　リハビリテーション

北戸田ナノ整形外科クリニック 335-0021 埼玉県 戸田市 新曽1991　リノリーゾ2階 048-229-8117 整形外科　リハビリテーション科

北戸田ハートクリニック 335-0021 埼玉県 戸田市 新曽1991　リノリーゾ2階202 048-443-8010 内科　循環器内科

おおたきクリニック 335-0026 埼玉県 戸田市 新曽南2-3-18 048-434-6000 内科　胃腸科　小児科　リハビリテーション科　外科

北戸田デンタルクリニック 335-0032 埼玉県 戸田市 美女木東1-3-1　イオンモール北戸田2F 048-422-9957 歯科

ウメダ歯科医院 335-0023 埼玉県 戸田市 本町1-20-16-201 048-441-3669 歯科

戸田本町クリニック 335-0023 埼玉県 戸田市 本町3-9-16 048-446-7006 内科

戸田公園オアシスクリニック 335-0023 埼玉県 戸田市 本町4-14-10　秀栄ビル2階 048-433-0556 心療内科　精神科

戸田公園駅前眼科医院 335-0023 埼玉県 戸田市 本町4-14-24　ダイヤモンドビルⅡ 048-434-8120 眼科

5



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2023/3/1現在

医療機関名 郵便番号 住所 電話番号 標榜科

新座志木中央総合病院 352-0001 埼玉県 新座市 東北1-7-2 048-474-7211
内科　循環器内科　神経内科　小児科　外科　呼吸器外科　脳神経外科　整形外科　婦人科　皮膚科　泌尿器科
眼科　耳鼻咽喉科

堀ノ内病院 352-0023 埼玉県 新座市 堀ノ内2-9-31 048-481-5168
外科・消化器科・乳腺外科・形成外科・整形外科・脈管外科・内科・小児科・耳鼻咽喉科・腎臓内科・循環器内科・神
経内科・糖尿病内分泌科・泌尿器科・呼吸器科・眼科・皮膚科・精神科・歯科

おばら内科腎クリニック 354-0025 埼玉県 富士見市 関沢1-1-18 049-265-7676 腎臓内科　透析内科

鈴木眼科 354-0024 埼玉県 富士見市 鶴瀬東2-6-34 049-251-9722 眼科

鶴瀬腎クリニック 354-0021 埼玉県 富士見市 鶴馬3521-1 049-293-5771 腎臓内科　透析内科

みずほ台病院 354-0018 埼玉県 富士見市 西みずほ台2-9-5 049-252-5121 内科・外科・脳外科・歯科

鶴瀬さかい歯科クリニック 354-0033 埼玉県 富士見市 羽沢1-31-3　本邑ビル2F 049-255-1666 歯科

アイルみずほ台内科クリニック 354-0015 埼玉県 富士見市 東みずほ台1-3-14 高野ビルディング103 049-252-8855 内科　消化器内科　呼吸器内科　糖尿病内科　循環器内科　アレルギー科

みずほ台駅ナカ歯科・矯正歯科 354-0015 埼玉県 富士見市 東みずほ台2-29-2-2F 049-293-7678 歯科　小児歯科　歯科口腔外科　審美歯科　予防歯科　矯正歯科　インプラント　ホワイトニング

やすぎクリニック 354-0011 埼玉県 富士見市 水子5053-2　テラシマビル1階 049-268-3008 内科

埼玉記念リズムクリニックセンター 356-0056 埼玉県 ふじみ野市 うれし野2-10-37　ショッピングセンターソヨカふじみ野E-3F 049-269-3357 内科　循環器内科　消化器内科　呼吸器内科　耳鼻咽喉科　皮膚科

新井整形外科 356-0004 埼玉県 ふじみ野市 上福岡1-5-28 049-264-3911 整形外科　リウマチ科　リハビリテーション科

ふじみ野腎クリニック 356-0038 埼玉県 ふじみ野市 駒林元町3-5-3 049-278-1110 外科　泌尿器科

すがわら歯科 356-0050 埼玉県 ふじみ野市 ふじみ野1-2-1 イオン大井3F 049-263-4618 一般歯科　矯正歯科　小児歯科　口腔外科

たにかわ眼科クリニック本庄早稲田の杜 367-0030 埼玉県 本庄市 早稲田の杜3-8-16 0495-24-1121 眼科

本庄早稲田クリニック 367-0030 埼玉県 本庄市 早稲田の杜3-14-5 0495-71-8707 内科（循環器、消化器、呼吸器）　外科　リハビリテーション科　救急科

尾内内科神経科病院 341-0035 埼玉県 三郷市 鷹野3-270-1 048-955-8191 精神科・神経科・内科

杉浦小児科 341-0038 埼玉県 三郷市 中央1-3-1　エムズタウン三郷中央２F 048-952-2124 小児科

三郷中央きむら眼科 341-0038 埼玉県 三郷市 中央2-2-4 048-954-8938 眼科

吉川中央総合病院 342-0056 埼玉県 吉川市 平沼111 048-982-8311
内科　外科　脳神経外科　整形外科　回復期リハビリテーション　眼科　小児科　耳鼻咽喉科　皮膚科　形成外科
泌尿器科　消化器科・化学療法　緩和ケア科

和光市デンタルオフィス 351-0114 埼玉県 和光市 本町4-7　エキアプレミエ和光3Ｆ 048-423-9637 歯科　口腔外科　小児歯科　矯正歯科

まほろば歯科 351-0114 埼玉県 和光市 本町15-35　大野ビル1F 048-463-5521 歯科一般　小児歯科　歯科口腔外科

菅野病院 351-0114 埼玉県 和光市 本町28-3 048-464-5111 内科　人工透析　泌尿器科　整形外科　歯科　精神科　神経科　老年精神科　心療内科　リハビリテーション科

和光市歯科 351-0112 埼玉県 和光市 丸山台1-10-1 MTCビル6F 048-450-7420 歯科　小児歯科　矯正歯科　歯科口腔外科　審美歯科　インプラントホワイトニング

ながほ歯科クリニック 351-0112 埼玉県 和光市 丸山台1-11-4　カリプソ1F 048-423-0267 一般歯科　小児歯科　矯正歯科　口腔外科

ひかる眼科 335-0004 埼玉県 蕨市 中央1-17-35 048-446-0011 眼科

中央歯科クリニック 335-0004 埼玉県 蕨市 中央1-18-8 048-433-0011 歯科　歯科口腔外科　小児歯科　矯正歯科　インプラント

蕨セントラル歯科・矯正歯科 335-0004 埼玉県 蕨市 中央7-35-2　Ｈｉｒｏビル1Ｆ 048-434-3493 歯科　小児歯科　矯正歯科　口腔外科
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今野歯科医院 335-0002 埼玉県 蕨市 塚越3-30-8　今野歯科ビル2F 048-445-4183 歯科　小児歯科

菊地医院 335-0005 埼玉県 蕨市 錦町2-20-12 048-442-5745 内科　小児科　皮膚科　外科
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