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杏クリニック 〒350-1307 狭山市祇園25-1　第一はまビル3階 埼玉県 狭山市 04-2969-6970 http://anz-homecare.com/index.html

大生病院 〒350-1317 狭山市水野600番地 埼玉県 狭山市 04-2957-1141 http://taisei.syojukai.or.jp/

あたごクリニック 〒358-0003 入間市豊岡5-1-5　Ａステージ２階 埼玉県 入間市 04-2963-2373 http://atagocl.web.fc2.com

埼玉セントラル病院 〒354-0045 入間郡三芳町上富2177番地 埼玉県 入間郡三芳町 049-259-0161 http://www.ims.gr.jp/saitama_central/

えのき眼科 〒350-1316 狭山市南入曽565-11 埼玉県 狭山市 04-2999-0666 http://www.enokiganka.com

武蔵藤沢セントラルクリニック 〒358-0011 入間市下藤沢375-1 埼玉県 入間市 04-2901-8155 http://www.mfc-clinic.jp

前田病院 〒350-1320 狭山市広瀬東3-14-3 埼玉県 狭山市 04-2953-5522 http://www.maedahospital.or.jp

はたなかクリニック 〒350-1312 狭山市堀兼2356-12 埼玉県 狭山市 04-2956-5400 http://hatanaka-clinic.wixsite.com/ishinkai

原田病院 〒358-0003 入間市豊岡1丁目13番3号 埼玉県 入間市 04-2962-1251 http://www.harada.or.jp

若葉病院 〒350-0208 坂戸市戸宮609番地 埼玉県 坂戸市 049-283-3633 http://www.wakaba-group.or.jp

まちだ訪問クリニック 〒351-0011 朝霞市本町1-34-1ボンビラ－ジュ１Ｆ 埼玉県 朝霞市 048-424-7301 http://www.machida-houmon.com

至聖病院 〒350-1332 狭山市下奧冨1221 埼玉県 狭山市 04-2952-1000 http://www.shisei-hp.jp/

あずまリウマチ・内科クリニック 〒350-1305 狭山市入間川1-3-2　スカイテラス商業施設棟３F 埼玉県 狭山市 04-2900-1155 http://azuma-rheumatology-clinic.jp/

狭山台伊東眼科クリニック 〒350-1308 狭山市中央4-27-11 埼玉県 狭山市 04-2958-7725 http://www.sayamadaiitoganka.com/

狭山厚生病院 〒350-1308 狭山市中央1-24-10 埼玉県 狭山市 04-2957-9111 http://www.skh.or.jp/

入間ハート病院 〒358-0026 入間市小谷田1258-1 埼玉県 入間市 04-2934-5097 http://www.eijinkai.jp/heart/

神尾耳鼻咽喉科 〒358-0003 入間市豊岡1-8-1-312 埼玉県 入間市 04-2965-0506

小川耳鼻咽喉科気管食道科医院 〒358-0054 入間市野田435-1 埼玉県 入間市 04-2932-3344 http://www.ogawaiin.com/

すずらんクリニック 〒358-0012 入間市東藤沢3-13-8-105 埼玉県 入間市 04-2964-3211 http://suzuran-cl.com/

いるまクリニック 〒358-0013 入間市上藤沢378-5 埼玉県 入間市 04-2962-1151 https://www.ryoshinkai.jp/

山岸内科クリニック 〒358-0022 入間市扇町屋1-11-34 埼玉県 入間市 04-2960-1106 http://yamagishi-naika.life.coocan.jp/

小室医院 〒358-0004 入間市鍵山1-12-16 埼玉県 入間市 04-2962-2951 http://www.komuroclinic.or.jp/

下藤沢皮フ科クリニック 〒358-0011 入間市下藤沢771-4 埼玉県 入間市 04-2933-5333

細谷医院 〒358-0054 入間市野田595-10 埼玉県 入間市 04-2932-5131

メディカルパーク入間 〒358-0024 入間市久保稲荷1-29-3 埼玉県 入間市 04-2966-8103 http://maki-ladiesclinic.net/

はせがわクリニック 〒358-0003 入間市豊岡4-6-3 埼玉県 入間市 04-2968-3721 https://hasegawaclinic.net/

寺師医院 〒358-0003 入間市豊岡5-5-25 埼玉県 入間市 04-2962-3352 http://www.terashi.info

岡山皮膚科形成外科医院 〒358-0003 入間市豊岡1-13-18　トリプレットビル2F 埼玉県 入間市 04-2965-3050

豊岡第一病院 〒358-0007 入間市大字黒須1369番地3 埼玉県 入間市 04-2964-6311 http://www.toyooka1.co.jp/

ふくもと眼科 〒358-0054 入間市野田936 ツカサビル1F 埼玉県 入間市 04-2931-3811 http://www.fukumoto-eye.com

小林病院 〒358-0014 入間市宮寺2417 埼玉県 入間市 04-2934-5121 http://www.iruma-kobayashi.com

はつかり耳鼻咽喉科クリニック 〒350-0066 川越市連雀町9-3 埼玉県 川越市 049-227-3756 http://hatsukari.ishioka-clinic.jp/

みずほ在宅医療 〒354-0015 富士見市東みずほ台1-9-27　2階 埼玉県 富士見市 049-293-2722 http://mizuhoo.org

大宮エヴァグリーンクリニック 〒330-0844 さいたま市大宮区下町2-16-1　アクロス3階 埼玉県 さいたま市 048-647-3203 https://omiyaever.jp

鶴ヶ島医院 〒350-2213 埼玉県鶴ヶ島市脚折1864-7 埼玉県 鶴ヶ島市 049-285-0179 http://t2850179.byoinnavi.jp/

あたご歯科医院 〒352-0021 埼玉県新座市あたご3-11-6 埼玉県 新座市 048-481-1182 http://www.atago-shika.smart-change.info/.

黒米歯科医院 〒350-1335 埼玉県狭山市相原2946-22 埼玉県 狭山市 04-2952-2010

すじの眼科クリニック 〒354-0042 埼玉県入間郡三芳町みよし台11-9 埼玉県 三芳町 049-274-1655 http://www.sujino-ganka.com/

設楽耳鼻科クリニック 〒356-0005 埼玉県ふじみ野市西1-3-8 埼玉県 ふじみ野市 049-256-5777

さやま脳神経クリニック 〒350-1335 埼玉県狭山市柏原1511-1 埼玉県 狭山市 04-2900-1880 https://sayama-ns.com/

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-E-3F 埼玉県 ふじみ野市 049-269-3357 https://skrhythmcl.jimdofree.com/

イムス富士見総合病院 〒354-0021 埼玉県富士見市鶴間1967-1 埼玉県 富士見市 049-251-3060 https://ims.gr.jp/fujimisougou/

立麻医院 〒356-0058 埼玉県ふじみ野市大井中央4-11-14 埼玉県 ふじみ野市 049-261-1182 http://tatsuma-iin.kids.coocan.jp/

みやた内科クリニック 〒350-1305 埼玉県狭山市入間川1-18-30 埼玉県 狭山市 04-2969-2111 http://miyataclinic.webmedipr.jp/

豊岡クリニック 〒358-0003 埼玉県入間市豊岡1-2-17 埼玉県 入間市 04-2963-1116

さくら記念病院 〒354-0013 埼玉県富士見市永谷東1-28-1 埼玉県 富士見市 049-253-3811 http://sakurakinen.jp

森田クリニック 〒350-1304 埼玉県狭山市狭山台1-8-1 埼玉県 狭山市 04-2959-3111 http://www.morita-clinic.or.jp

メンタルクリニック　むさしのもり 〒350-1305 埼玉県狭山市入間川2-5-7 メディカルプラザ3F 埼玉県 狭山市 04-2902-6888 www.musashinomori-clinic.jp

入間台クリニック 〒358-0031 埼玉県入間市新久816 埼玉県 入間市 04-2936-5055 https://www.jinyu-kai.com

篠田中央クリニック 〒354-0024 埼玉県富士見市鶴瀬東1-8-19 埼玉県 富士見市 049-251-0200 www.ichijyukai.net
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狭山中央病院 〒350-1306 埼玉県狭山市富士見2-19-35 埼玉県 狭山市 04-2959-7111 http://www.sch.or.jp/

若葉・さくらいクリニック 〒350-2202 埼玉県鶴ヶ島市五味ヶ谷307-10 埼玉県 鶴ヶ島市 049-298-6875 https://wakaba-sakurai.clinic

いるまこども　ひまわり　クリニック 〒358-0007 埼玉県入間市黒須2-2-1 埼玉県 入間市 04-2941-6370 https://www.ik-himawari.com

たかだ歯科医院 〒358-0011 埼玉県入間市下藤沢48-9 埼玉県 入間市 04-2901-8020 http://takadadc.com/m/

キャップスクリニック志木 〒353-0004 埼玉県志木市本町5-26-1 ﾏﾙｲﾌｧﾐﾘｰ志木7階 埼玉県 志木市 048-475-8517 https://www.caps-clinic.jp/shiki

埼玉石心会病院 〒350-1305 埼玉県狭山市入間川2-37-20 埼玉県 狭山市 04-2969-6077 https://saitama-sekishinkai.jp/

戸田笹目耳鼻科 〒335-0034 埼玉県戸田市笹目1-33-14 埼玉県 戸田市 048-421-8733 https://sasame-jibika.com/

さやま総合クリニック 〒350-1305 埼玉県狭山市入間川4-15-25 埼玉県 狭山市 04-2900-2700 https://sekishinkai-sayama-cl.jp

恵愛病院 〒354-0016 埼玉県富士見市針ヶ谷526-1 埼玉県 富士見市 049-252-2121 https://www.keiaihospital.or.jp/

富家病院 〒356-0051 埼玉県ふじみ野市亀久保2197 埼玉県 ふじみ野市 049-264-8811 http://www.fukekai.com
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