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よみ 医療機関名 電話番号 住所 標榜診療科 HPのURL

あい 愛クリニック 04-2937-3630 埼玉県所沢市中新井字富士見台620-1 小児科、小児外科、内科、外科 http://www.saitada-aiclinic.com

あお 青木耳鼻咽喉科医院 04-2945-4321 埼玉県所沢市東所沢1-10-13 耳鼻咽喉科

あか 赤坂整形外科 04-2928-7450 埼玉県所沢市けやき台2-29-24 http://akasei.net

あす あすみクリニック 04-2928-5881 埼玉県所沢市東住吉2-4　2階 皮膚科、形成外科、美容皮膚科、内科 http://www.tokorozawa-asumi.clinic/

あだ あだち内科クリニック 04-2929-0001 埼玉県所沢市緑町3-16-4 内科、消化器内科、小児科 http://adachi-clinic.com

あめ 雨宮医院 04-2925-5370 埼玉県所沢市上新井3-55-8 耳鼻咽喉科

いち いぐち歯科クリニック 04-2924-3553 埼玉県所沢市緑町4-1-29 歯科 http://www.iguchi2525.com

いと 伊藤内科 04-2922-2915 埼玉県所沢市東住吉2-4 内科、循環器内科 http://www.itounaika.or.jp

いの 猪俣眼科医院 04-2948-7671 埼玉県所沢市小手指町3-31-13 眼科

いま 今城内科クリニック 04-2939-2006 埼玉県所沢市緑町2-3-21 内科 http://www.imaki-clinic.com

いわ 岩下悦郎消化器内科クリニック 04-2928-3636 埼玉県所沢市北有楽町24-5 消化器内科、内科、小児科

うか 深井眼科医院 04-2928-6900 埼玉県所沢市小手指町1-26-9 眼科

うだ うだがわクリニック 04-2997-4880 埼玉県所沢市北原町1415-1ヤオコー所沢北原店専門店1階 循環器内科・内科

うる うるし畑歯科医院 04-2995-5591 埼玉県所沢市上安松1242-3 歯科・小児歯科

おう おうえんポリクリニック 04-2990-5818 埼玉県所沢市中富1037-1 皮膚科、内科、形成外科 http://www.auen.jp/

おお 大木記念女性のための菊池がんクリニック 04-2928-7311 埼玉県所沢市荒幡111-1 婦人科 http://www.kikuchiclinic.com/

おぎ 荻野医院 04-2948-1181 埼玉県所沢市狭山ヶ丘1-2993-5
内科、糖尿病内科、外科、胃腸科、乳腺外科、婦人科、小
児科 http://www.ogino-hp.or.jp/

おく 奥原歯科医院 04-2921-1036 埼玉県所沢市小手指町1-30-10奥原ビル 一般歯科、小児、矯正 http://www.koushikai17.or.jp

おく おくもとクリニック 04-2903-8320 埼玉県所沢市西所沢1-23-3 内科、小児科、消化器科、呼吸器科

かえ かえで内科医院 04-2939-3555 埼玉県所沢市緑町4-47-20 内科

かが かがやきクリニック 04-2911-7511 埼玉県所沢市久米593-8 外科、消化器科、肛門科、内科 http://kagayakic.life.coocan.jp

かつ 桂医院 04-2924-0086 埼玉県所沢市山口1529-23 眼科、内科

かな かないクリニック 04-2926-1001 埼玉県所沢市小手指町1-3-8 内科、外科、消化器内科 http://kanai-naika.jp/

かみ 上新井くろかわクリニック 04-2903-7800 埼玉県所沢市上新井1-25-10
整形外科、皮膚科、リハビリテーション科、ペインクリニッ
ク内科

http://kamiarai-kurokawa.clinic/

かみ 上新井さとうクリニック 04-2940-1156 埼玉県所沢市上新井1-26-1 内科、外科、呼吸器内科 http://kamiarai-sato.com

かわ かわかつクリニック 04-2920-2200 埼玉県所沢市小手指台23-1マミーマート2Ｆ 内科、小児科、リハビリテーション科、放射線科

かわ かわぐち内科クリニック 04-2951-1717 埼玉県所沢市東所沢3-36-74 内科、糖尿病内科 http://www.kawaguchi-dmclinic.jp

きた 北所沢病院 04-2943-3611 埼玉県所沢市下富1270-9 内科、皮膚科、リハビリテーション科 http://www.kitatoko-hp.com/

きた きたはたファミリークリニック 埼玉県所沢市小手指南4-13-6 内科、外科、小児科、アレルギー科、皮膚科 http://kitahata-family-cl.com

きど 木戸クリニック 04-2929-6502 埼玉県所沢市緑町4-15-27 泌尿器科 http://www.kidoclinic.jp/

きむ 木村医院 04-2942-5411 埼玉県所沢市北岩岡1-96 内科、外科、胃腸科、肛門科

くさ くさかり小児科 04-2945-0205 埼玉県所沢市東所沢1-3-13東所沢セントラルハイツ 小児科 http://kusakari-shounika.or.jp

くろ 黒須医院 04-2922-2069 埼玉県所沢市宮本町1-2-4 内科、小児科、皮膚科

くわ くわのみ本郷クリニック 04-2946-8890 埼玉県所沢市本郷268-1 内科、循環器科 http://www.kuwanomi-hongo.jp/

けや けやき内科 04-2995-2299 埼玉県所沢市並木3-1駅前通り団地7-102 内科、小児科、皮膚科 http://www.hi-ho.ne.jp/keyaki/index.html

けん 圏央所沢病院 04-2920-0508 埼玉県所沢市東狭山ヶ丘4-2692-1
循環器内科、脳神経外科、総合診療科、麻酔科、整形外
科、透析科、泌尿器科

http://www.ken-o-tokorozawa-hosp.com

こう 航空公園クリニック 04-2928-6265 埼玉県所沢市喜多町5-13パークサイドビル 精神科 http://kohkuｈkohen.starfree.jp/

こう 航空公園西口内科 04-2925-8000 埼玉県所沢市喜多町4-8 内科 http://www.kk-naika.clinic/

こせ 小関眼科医院 04-2992-6868 埼玉県所沢市松葉町9-5 眼科

こて 小手指医院 04-2949-3118 埼玉県所沢市北野新町1-9-7 内科、外科 http://www.k-med.jp/

こて 小手指タワークリニック 04-2920-1717 埼玉県所沢市小手指町1-6-102 内科、糖尿病内科 http://kotesashitower-clinic.com

こて 小手指皮膚科 04-2928-6200 埼玉県所沢市上新井3-55-8 皮膚科

こぶ こぶしクリニック 04-2993-5866 埼玉県所沢市こぶし町1-17-101 内科、糖尿病・内分泌内科、小児科 http://kobushi.ishinkai.com

さい 埼玉西協同病院 04-2942-0323 埼玉県所沢市中富1865-1 内科、外科、眼科、整形外科、皮膚科、歯科 https://nishikyoudou.mcp-saitamawest.jp/

さい 斉藤耳鼻咽喉科医院 04-2922-3980 埼玉県所沢市西住吉6-22 耳鼻咽喉科 http://saito-ent.jp

さい さいとう内科クリニック 04-2936-8700 埼玉県所沢市小手指町4-17-3 内科、放射線科

さい 彩のクリニック 04-2949-1118 埼玉県所沢市小手指町4-1-1
内科、外科、小児科、胃腸科、循環器科、神経内科、呼吸
器科、リハビリ科、放射線科、整形外科 http://www.saino.or.jp

連携医療機関・登録医（埼玉県所沢市）
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さけ さけみ眼科 04-2947-4382 埼玉県所沢市狭山ヶ丘1-2993-5狭山ヶ丘メディカルガーデン2階 眼科 http://www.sakemi-ganka.com/

ささ ささはら歯科医院 04-2947-8222 埼玉県所沢市小手指南4-32-13 歯科、歯科小児、矯正歯科 https://www.sasahara-dc.com/

さと 佐藤眼科医院 04-2968-6111 埼玉県所沢市下安松603-8 眼科 http://yasumatsu-sato-ganka.jp

ざま ざまクリニック所沢 04-2929-4165 埼玉県所沢市日吉町9-8第2本橋ビル４F 整形外科、リハビリテーション科、内科（老年内科） https://zamacli.jp

さや 狭山ヶ丘　滝澤歯科 04-2948-1494 埼玉県所沢市狭山ヶ丘1-2980-49 一般歯科 www.takizawa-shika.com

しん しんとこ耳鼻咽喉科医院 04-2927-5770 埼玉県所沢市松葉町24-9拓殖ビル２F 耳鼻咽喉科 http://www.sintoko-jibi.jp

しん 新所沢クローバー小児科 04-2937-5327 埼玉県所沢市緑町1-1-4巴ビル2D 小児科 http://www.clover-cl.com/

しん 新所沢ひろ内科 04-2991-6767 埼玉県所沢市松葉町24-3 内科、循環器内科 http://s-hiro-cl.com

すえ すえのぶ皮フ科・形成外科 04-2922-3724 埼玉県所沢市日吉町16-16第８兼七ビル4階 皮膚科、形成外科

すや 須山歯科医院 04-2942-8686 埼玉県所沢市美原町3-2957-12 歯科 www.suyama-shika.com

せき 関根内科クリニック 04-2926-0636 埼玉県所沢市御幸町6-6 内科、循環器科

せと 瀬戸病院 04-2922-0221 埼玉県所沢市金山町8-6 内科、呼吸器内科、腎臓内科、代謝内科、小児科、小児外科、産婦
人科、乳腺外科、麻酔科 http://seto-hospital.or.jp

そら そらいろファミリークリニック 04-2928-0700 埼玉県所沢市緑町4-1-17 内科、小児科、皮膚科、アレルギー科、外科、訪問診療 https://sorairo-family.com

たか 高橋眼科医院 04-2922-5776 埼玉県所沢市西所沢1-19-16 眼科

たな 田中耳鼻いんこう科 04-2948-1166 埼玉県所沢市西狭山ヶ丘1-3118-11 耳鼻咽喉科 http://www.tnk-otolaryngology.jp/

ちえ ちえ歯科医院 04-2993-4618

とく 徳島内科クリニック 04-2929-6366 埼玉県所沢市久米1569-1
内科、腎臓内科、消化器内科、循環器内科、呼吸器内
科、アレルギー内科

とこ ところクリニック 04-2929-5075 埼玉県所沢市東住吉町9-3 泌尿器科 http://tenjou-tenge.opal.ne.jp/tokoroclinic/

とこ 所沢秋津診療所 04-2945-8899 埼玉県所沢市上安松1-8 内科、麻酔科 http://t-akitsu-clinic.com/

とこ 所沢石川クリニック 04-2925-7355 埼玉県所沢市日吉町9-22いせきビル4階 透析 http://www.ishikawa-hp.com/tokorozawa

とこ 所沢眼科クリニック 04-2924-1953 埼玉県所沢市日吉町9-3 眼科 https://www.koushinkai.jp/

とこ 所沢くすのき台クリニック 04-2998-3119 埼玉県所沢市くすのき台1-9-1ソナーレ所沢1階 内科（血液透析）、呼吸器科 http://kusunokidai-clinic.com

とこ 所沢肛門病院 04-2926-7521 埼玉県所沢市小手指町1-3-3 肛門科、大腸科 http://www.tokomon.jp/

とこ 所沢慈光病院 04-2922-2990 埼玉県所沢市北中1丁目228番地 心療内科、精神科、内科 http://kouyukai1968.or.jp

とこ 所沢市市民医療センター 04-2992-1151 埼玉県所沢市上安松1224番地の1
内科、循環器内科、内視鏡内科、糖尿病、代謝内科、小
児科、放射線科

https://www.city.tokorozawa.saitama.jp/iryo/index.html

とこ 所沢腎クリニック 04-2945-6600 埼玉県所沢市下安松1564-1 人工透析（血液透析、腹膜透析）、腎臓内科、泌尿器科 http://tokojin.com

とこ 所沢神経クリニック 04-2926-5681 埼玉県所沢市日吉町2-4リエート所沢4F 心療内科、精神科 http://tokorozawa-shinkei.com/

とこ 所沢診療所 04-2924-0121 埼玉県所沢市宮本町2-23-34 内科、循環器内科 http://tokoshin.mcp-saitamawest.jp/

とこ 所沢整形外科ペインクリニック 04-2996-0300 埼玉県所沢市くすのき台2-5-1サンウインズビル1F 整形外科、ペインクリニック整形外科、麻酔科 https://tsp.hospital/

とこ 所沢第一病院 04-2944-5800 埼玉県所沢市下安松1559-1
整形外科、内科、外科、形成外科、皮膚科、婦人科、精神
科、乳腺外科、リハビリテーション科、麻酔科 https://tokoichi.tdm.or.jp/

とこ 所沢中央病院 04-2994-1265 埼玉県所沢市くすのき台3-18-1
内科、外科、呼吸器外科、脳神経外科、整形外科、眼科、
麻酔科 http://www.wafukai.or.jp

とこ 所沢ハートセンター 04-2940-8611 埼玉県所沢市上新井2-61-11
循環器内科、心臓血管治療専門病院、人工透析、心臓リ
ハビリ

http://www.oukai.or.jp/thc.com

とこ 所沢ハートセンター附属しんとこ駅前クリニック 04-2929-1111 埼玉県所沢市緑町1-4-1デュオヒルズ新所沢駅前101 循環器内科、代謝内科 http://shintoko.org

とこ 所沢緑ヶ丘病院 04-2948-8181 埼玉県所沢市狭山ヶ丘１丁目3009
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

http://www.midorigaoka-hp.com

とこ 所沢明生病院 04-2928-9110 埼玉県所沢市山口5095
内科、呼吸器内科、消化器内科、循環器内科、外科、整形外科、形成外科、脳
神経外科、呼吸器外科、消化器外科、循環器外科、心臓血管外科、泌尿器
科、リハビリテーション科、放射線科、麻酔科

www.meisei-hp.jp

とこ 所沢メディカルクリニック 04-2943-1581 循環器内科、小児科

とこ 所沢リハビリテーション病院 04-2943-1771 埼玉県所沢市中富1016 内科、リハビリ科 http://www.wafukai.or.jp/wafukai/tokorb/

とこ 所沢ロイヤル病院 04-2949-3385 埼玉県所沢市北野三丁目1番地11 内科、リハビリテーション科 http://www.tokorozawa-loyal.jp/

とよ 豊川医院 04-2948-1122 埼玉県所沢市小手指町3-22-12 内科、消化器科、リウマチ科 http://www.toyokawaiin.jp/

なか なかむら整形外科 04-2941-6636 埼玉県所沢市東所沢和田1-1-8 整形外科、リハビリテーション科 http://nakamura-seikeigeka.jp

なが ながさわ内科 04-2947-2001 埼玉県所沢市小手指元町2-29-21 循環器内科、内科 http://www.nagasawa-naika.com/

なし 梨子田内科クリニック 04-2996-3181 埼玉県所沢市弥生町2871-36 内科、小児科、皮フ科、アレルギー科 http://www.nashida-naika.jp/

なみ 並木病院 04-2928-1000 埼玉県所沢市東狭山ヶ丘5-2753 内科・呼吸器内科・循環器内科・糖尿病内科・神経内科・内視鏡内科・外科・消化器外科・脳

神経外科・乳腺外科・皮膚科・リウマチ科・リハビリテーション科・麻酔科 http://www.namiki-hospital.jp/

にし 西埼玉中央病院 04-2948-1111 埼玉県所沢市若狭2-1671
総合診療内科、代謝・内分泌内科、消化器内科、循環器内科、呼吸器内科、

神経内科、小児科、外科、整形外科、脳神経外科、泌尿器科、産婦人科、眼
科、耳鼻咽喉科・頭頚部外科、放射線科、麻酔科、（精神科、リハビリテーショ

https://nishisaitamachuo.hosp.go.jp

にし 西島消化器・内科クリニック 04-2923-0005 埼玉県所沢市東狭山ヶ丘1-27-20

にし 西山内科医院 04-2925-3522 埼玉県所沢市喜多町14-7 内科 http://www.nishiyama.byoinnavi.jp/pc/

ぬか 額賀胃腸科内科クリニック 04-2925-1585 埼玉県所沢市大字久米2196-5 内科・消化器内科
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http://seto-hospital.or.jp/
https://sorairo-family.com/
http://www.tnk-otolaryngology.jp/
http://tenjou-tenge.opal.ne.jp/tokoroclinic/
http://t-akitsu-clinic.com/
http://www.ishikawa-hp.com/tokorozawa
https://www.koushinkai.jp/
http://kusunokidai-clinic.com/
http://www.tokomon.jp/
http://kouyukai1968.or.jp/
https://www.city.tokorozawa.saitama.jp/iryo/index.html
http://tokojin.com/
http://tokorozawa-shinkei.com/
http://tokoshin.mcp-saitamawest.jp/
https://tsp.hospital/
https://tokoichi.tdm.or.jp/
http://www.wafukai.or.jp/
http://www.oukai.or.jp/thc.com
http://shintoko.org/
http://www.midorigaoka-hp.com/
http://www.meisei-hp.jp/
http://www.wafukai.or.jp/wafukai/tokorb/
http://www.tokorozawa-loyal.jp/
http://www.toyokawaiin.jp/
http://nakamura-seikeigeka.jp/
http://www.nagasawa-naika.com/
http://www.nashida-naika.jp/
http://www.namiki-hospital.jp/
https://nishisaitamachuo.hosp.go.jp/
http://www.nishiyama.byoinnavi.jp/pc/
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のざ のざわ歯科クリニック 04-2926-1155 埼玉県所沢市東狭山ヶ丘1-77-6　1F 一般歯科、小児歯科 www.nozawa-dc.com/

はた 波多野医院 04-2924-7885 埼玉県所沢市小手指町1-43-5 内科、循環器科、小児科、糖尿病、内分泌科

はち はちす診療所 04-2993-0338 埼玉県所沢市くすのき台2-1-5 小児科、内科、アレルギー科 http://www.hachisusinryoujyo.jp

はな 花園整形外科内科 04-2943-8155 埼玉県所沢市花園3-2374-7 整形外科

はら 原眼科医院 04-2939-8321 埼玉県所沢市緑町4-6-3 眼科

はら はらこどもクリニック 04-2926-4333 埼玉県所沢市小手指町2-1379 小児科、アレルギー科、内科、糖尿病内科 https://hara-kodomo.com/

ひが 東町眼科 04-2941-6040 埼玉県所沢市上安松1246-4 眼科 http://www.hiroeye.com/

ひが 東所沢病院 04-2944-2390 埼玉県所沢市城435-1 内科・リハビリテーション科・精神科 http://www.h-tokoro.jp

ひだ 陽だまりの丘クリニック 04-2935-7335 埼玉県所沢市東狭山ヶ丘1-39-5
内科、脳神経外科、整形外科、皮膚科、泌尿器科、リハビ
リテーション科 http://www.hidamari-cl.com

ひら 平岡眼科医院 04-2922-1126 埼玉県所沢市東町11-1-207グラシスタワー所沢 眼科

ひら 平沢記念病院 04-2947-2466 埼玉県所沢市北野三丁目20番地1 精神科、心療内科、神経内科 http://www.hirasawa-hp.jp/

ひら 平沢スリープ・メンタルクリニック 04-2941-2711 埼玉県所沢市くすのき台1-10-10TOSHIビル２F 心療内科、精神科、神経内科 http://www.hirasawa-clinic.com/

ひろ ひろせクリニック 04-2920-2111 埼玉県所沢市緑町2丁目14番7号
内科、小児科、リウマチ科、循環器内科、消化器科、内分
泌代謝科、呼吸器内科、腎臓内科 http://www.hiroseclinic.com

ふく 福元内科クリニック 04-2920-1155 埼玉県所沢市南住吉21-16 内科、消化器科 http://www.fukumoto-naika-clinic.com/

ふじ ふじもと緩和ケアクリニック 04-2941-5294 埼玉県所沢市並木3-1所沢パークタウン駅前通り団地2-110 https://kayou-kanwa.jp

ふた 双葉クリニック 04-2922-5171 埼玉県所沢市けやき台1-36-7 外科、内科、循環器科、呼吸器科、消化器科 http://www.tokorozawa.saitama.med.or.jp/futaba/

ぶん 文京歯科医院 04-2998-4334 埼玉県所沢市松葉町10-11エイトビル2F 歯科、小児歯科、歯科口腔外科 http://bunkyo-shika.com

ほさ ほさか内科クリニック 04-2941-5731 埼玉県所沢市東所沢和田1-1-8 内科、循環器内科 http://hosakanaika-clinic.com/

ほり 堀江医院 04-2949-8811 埼玉県所沢市小手指町3-11-16 内科、外科、胃腸科、肛門科、皮膚科

まち 町田整形外科医院 04-2992-5873 埼玉県所沢市松葉町4-22 整形外科 http://www.tokorozawa.saitama.med.or.jp/machida/seikei.htm

まつ 松が丘クリニック 04-2928-5666 埼玉県所沢市松が丘1-52-19 内科,外科,小児科,消化器内科,乳腺外科,皮膚科 http://www.myclinic.ne.jp/matsucli/pc/clinic.html

まつ 松澤デンタルクリニック 04-2928-8009 埼玉県所沢市小手指町1-25-8西友小手指店内 歯科

まつ 松田母子クリニック 04-2968-6800 埼玉県所沢市本郷1080-5 産科、小児科、婦人科 http://www.matsuda-pc.jp

まつ マツバクリニック 04-2995-5131 埼玉県所沢市松葉町8-7 内科、外科、リハビリテーション科 http://matubaclinic.com

まん 萬葉歯科医院 04-2924-8841 埼玉県所沢市緑町1-18-1SHOEIビル２階 歯科 http://banba-dc.com/

みう 三浦クリニック 04-2938-2887 埼玉県所沢市三ヶ島3-1394-4 内科、循環器科

みか みかみこどもクリニック 04-2997-8080 埼玉県所沢市南住吉21-12 小児科 http://mikami-kids-clinic.com/

みか 三上歯科医院 04-2992-2661 埼玉県所沢市旭町22-18 一般歯科・小児歯科

みず みずの内科クリニック 04-2942-4100 埼玉県所沢市中荒井4-27-4 内科、消化器科、呼吸器専門外来、循環器専門外来 http://www.mizuno-naika-clinic.com/new/

みぞ 溝渕内科医院 04-2922-8381 埼玉県所沢市西所沢1-3-8 内科、糖尿病内科 http://www.mizobuchinaika.com/

みち みち眼科クリニック 04-2929-5670 埼玉県所沢市宮本町1-15-6　2F 眼科

みね 峰の坂産婦人科 04-2923-4313 埼玉県所沢市宮本町2丁目16番10号 産婦人科 http://www.minenosaka.jp/

みや 宮川医院 04-2992-3200 埼玉県所沢市松葉町10-11 内科、小児科、皮膚科

みや 宮本町内科クリニック 04-2903-1088 埼玉県所沢市宮本町2-26-16
内科、腎臓内科、循環器内科、消化器内科、アレルギー
科

https://itp.ne.jp/info/118380411138031200/

むさ むさしクリニック泌尿器科内科 04-2998-1850 埼玉県所沢市北秋津855-1 泌尿器科・内科

むら 村田医院 04-2997-5051 埼玉県所沢市大字上安松538-7 内科、小児科 http://www.murata-cl.jp

めい 明生リハビリテーション病院 04-2929-2220 埼玉県所沢市東狭山ヶ丘4-2681-2 リハビリ科 http://www.meisei-reha.jp/

めい メイプルクリニック 04-2968-8663 埼玉県所沢市山口33-1-202 内科 http://maple-c.com/

やく 矢倉内科クリニック 04-2945-5656 埼玉県所沢市下安松50-43 一般内科、消化器科、循環器科、肝臓 http://www.yagura-naika.com/

やじ 矢島整形外科 04-2995-3863 埼玉県所沢市くすのき台1-12-10 整形外科

やな 柳内医院 04-2922-2005 埼玉県所沢市元町21-7 内科、小児科、在宅支援診療所

やま 山口医院 04-2943-3273 埼玉県所沢市花園2-2344-26 内科、小児科、外科

やま やまさき内科クリニック 04-2929-8866 埼玉県所沢市小手指町1-11-4-3F 内科、循環器内科、心臓リハビリテーション科、呼吸器内科、アレルギー科、糖
尿病内科、漢方内科 http://yamasaki-naika.com

やま やましろ内科クリニック 04-2946-9322 埼玉県所沢市東所沢和田2-4-20 内科、腎臓内科 http://yamashiro-naika.com

やま やまもとキッズクリニック 04-2938-7787 埼玉県所沢市三ヶ島4-2286-11 小児科、アレルギー科、内科 http://www2.tbb.t-com.ne.jp/yamamotokizzu/

よこ 横田医院 04-2928-7117 埼玉県所沢市山口1395-6 内科、外科

よこ 横山医院 04-2944-9360 埼玉県所沢市東所沢和田3-4-24
外科、消化器科、肛門科、整形外科、リハビリテーション
科

よし 吉岡クリニック 04-2942-3116 埼玉県所沢市花園2-2351-18 内科・呼吸器内科・心療内科 https://yoshiokaclinic-tokorozawa.com

http://www.nozawa-dc.com/
http://www.hachisusinryoujyo.jp/
https://hara-kodomo.com/
http://www.hiroeye.com/
http://www.h-tokoro.jp/
http://www.hidamari-cl.com/
http://www.hirasawa-hp.jp/
http://www.hirasawa-clinic.com/
http://www.hiroseclinic.com/
http://www.fukumoto-naika-clinic.com/
https://kayou-kanwa.jp/
http://www.tokorozawa.saitama.med.or.jp/futaba/
http://bunkyo-shika.com/
http://hosakanaika-clinic.com/
http://www.tokorozawa.saitama.med.or.jp/machida/seikei.htm
http://www.myclinic.ne.jp/matsucli/pc/clinic.html
http://www.matsuda-pc.jp/
http://matubaclinic.com/
http://banba-dc.com/
http://mikami-kids-clinic.com/
http://www.mizuno-naika-clinic.com/new/
http://www.mizobuchinaika.com/
http://www.minenosaka.jp/
https://itp.ne.jp/info/118380411138031200/
http://www.murata-cl.jp/
http://www.meisei-reha.jp/
http://maple-c.com/
http://www.yagura-naika.com/
http://yamasaki-naika.com/
http://yamashiro-naika.com/
http://www2.tbb.t-com.ne.jp/yamamotokizzu/
https://yoshiokaclinic-tokorozawa.com/
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よし よしかわクリニック 04-2938-1122 埼玉県所沢市若狭3-2570-2 眼科、内科、耳鼻咽喉科、整形外科、皮膚科 https://sijinkai-yoshikawa.com

よし 吉川外科胃腸科医院 04-2923-5670 埼玉県所沢市泉町914-17 外科、胃腸科、整形外科

よし よしだ歯科クリニック 04-2941-5118 埼玉県所沢市久米1569-1メディカル所沢C 歯科 https://www.ydc-tokorozawa.com

よし 吉村内科医院 04-2922-2298 埼玉県所沢市緑町4-33-6 内科、呼吸器内科、アレルギー科 https://yoshimura.onamae.jp/

りょ りょうキッズクリニック 04-2924-2525 埼玉県所沢市東住吉2-4　2階Ｄ 小児科 http://www.ryou-kids.com

わか わかさクリニック 04-2949-2426 埼玉県所沢市若狭4-2468-31
整形外科、内科、外科、胃腸内科、肛門外科、皮膚科、リ
ハビリ科、循環器内科、泌尿器科、美容皮膚科、救急科 http://www.wakasaclinic.com

https://sijinkai-yoshikawa.com/
https://www.ydc-tokorozawa.com/
https://yoshimura.onamae.jp/
http://www.ryou-kids.com/
http://www.wakasaclinic.com/

