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令和４年６月１３日現在

よみ 医療機関名 電話番号 住所 標榜診療科 HPのURL

あい アイエスクリニック 042-563-1881 東京都東大和市奈良橋6-885-14 内科、呼吸器内科、アレルギー科、循環器内科、皮膚科 http://www.isclinic.net

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

あい アイシークリニック池袋院 03-5924-6250 東京都豊島区南池袋2-15-3前田ビル9階 形成外科 https://ic-clinic.com

あい アイシークリニック上野院 03-6284-4848 東京都台東区東上野3-16-5 サンク・ユービル1階 形成外科 https://ic-clinic.com

あい アイシークリニック渋谷院 03-6419-7436 東京都渋谷区渋谷3-16-2ニュー三水ビル5階 形成外科 https://ic-clinic.com

あい アイシークリニック新宿院 03-6276-3870 東京都渋谷区代々木2-5-3イマス葵ビル2階 形成外科 https://ic-clinic.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/

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

あた あたごクリニック 04-2963-2373 埼玉県入間市豊岡5-1-5Ａステージ２階 泌尿器科、内科、皮膚科 http://atagocl.web.fc2.com

あた あたご歯科医院 048-481-1182 埼玉県新座市あたご3-11-6 一般歯科、小児歯科、口腔外科 http://www.atago-shika.smart-change.info/.

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

あべ 阿部産婦人科 042-566-1487 東京都東大和市中央2-1043-14 産婦人科

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

あん 杏クリニック 04-2969-6970 埼玉県狭山市祇園25-1第一はまビル3階
内科・腎臓内科、老年内科、緩和内科、小児科、整形外
科

http://anz-homecare.com/index.html

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

いむ イムス富士見総合病院 049-251-3060 埼玉県富士見市鶴間1967-1
内科、消化器内科、循環器内科、人工透析内科、腎臓内
科、糖尿病内科、神経内科

https://ims.gr.jp/fujimisougou/

いる いるまクリニック 04-2962-1151 埼玉県入間市上藤沢378-5 内科、皮膚科、アレルギー科 https://www.ryoshinkai.jp/

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

いる 入間台クリニック 04-2936-5055 埼玉県入間市新久816
内科、呼吸器内科、循環器内科、消化器内科、腎臓内
科、皮膚科、小児科、人工腎臓 https://www.jinyu-kai.com

いる 入間ハート病院 04-2934-5097 埼玉県入間市小谷田1258-1
一般内科、循環器内科、消化器内科、消化器外科、呼吸器内科、脳神経外
科、整形外科、形成外科、皮膚科、神経内科、リウマチ科、泌尿器科、腎臓内
科、放射線科、婦人科、人工透析、慢性期リハビリテーション

http://www.eijinkai.jp/heart/

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

いわ 岩田皮膚科クリニック 042-492-7735 東京都清瀬市松山1-27-4M＆Sビル 皮膚科 http://www.iwata-hifuka.or.jp/

うえ 上野御徒町こころみクリニック 03-5812-4698 東京都台東区上野6-16-5 株式会社正三ﾋﾞﾙ201 内科、血液内科 http://cocoromi-cl.jp/uenookachimachi/

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

うち ウチカラクリニック 愛知県名古屋市千種区未盛通1-3ﾊｲﾂｻﾝﾋﾟｱ403 内科 https://uchikara-clinic.com/

うつ 宇都宮レディースクリニック 042-491-0103 東京都清瀬市元町1-4-26清瀬パークホームズ１F 産科j婦人科 http://utsunomiya.or.jp/

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

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

おう 青梅かすみ台クリニック 0428-20-2334 東京都青梅市野上町3-2-7 内科、人工透析

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 大河原森本医院 0428-22-2047 東京都青梅市仲町251
内科、小児科、皮膚科、循環器内科、消化器内科、内視
鏡内科 https://www.morimotoiin.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/

おお 大塚耳鼻咽喉科医院 042-492-0287 東京都清瀬市松山1-40-21 1F 耳鼻咽喉科 http://ootsukajibika.main.jp/

おお 大宮エヴァグリーンクリニック 048-647-3203 埼玉県さいたま市大宮区下町2-16-1アクロス3階
内科、消化器内科、胃腸科、泌尿器科、肛門科、外科、人
間ドック https://omiyaever.jp

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

おが 小川耳鼻咽喉科気管食道科医院 04-2932-3344 埼玉県入間市野田435-1 耳鼻咽喉科 http://www.ogawaiin.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 オーク・クリニック 042-395-1550 東京都東村山市栄町2-7-15 内科、小児、皮膚科

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
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連携医療機関・登録医（全体）

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

かさ カーサデンタルクリニック 04-2937-3115 埼玉県入間市下藤沢820-10 歯科、歯科口腔外科、小児歯科、矯正歯科 www.casa-dc.com/

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

かみ 神尾耳鼻咽喉科 04-2965-0506 埼玉県入間市豊岡1-8-1-312 耳鼻咽喉科

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/

きへ 喜平橋耳鼻咽喉科 042-332-3387 東京都小平市喜平町1丁目7番26号 耳鼻咽喉科、アレルギー科、気管食道科 https://ssl.kihei.jp/checkin.html

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

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

きよ 清瀬ささき眼科クリニック 042-497-8522 東京都清瀬市松山1-2-23-301 眼科 http://www.kiyosesasakiganka.com

きよ きよせの森コミュニティクリニック武谷眼科・風間内科 042-491-4141 東京都清瀬市元町2-2-20 糖尿病・代謝内科、眼科 http://www.kiyosenomori.com/

きよ 清瀬博済堂クリニック 042-410-0001 東京都清瀬市竹丘2-15-15 内科、循環器内科、糖尿病内科、腎臓内科、神経内科 http://www.hakusaido.jp/

きよ 清瀬南口眼科医院 0424-92-2711 眼科

きん 錦糸町皮膚科内科クリニック 03-3635-4112 東京都墨田区江東橋4-25-7JUｽｶｲﾀｳﾝ錦糸町7F 皮膚科、内科、アレルギー科、ﾍﾟｲﾝｸﾘﾆｯｸ内科 https://kinshicho-clinic.com/

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

くま 熊谷外科病院 048-521-4115 埼玉県熊谷市佐谷田3811-1 内科、外科、整形外科、形成外科 http://www.kumagayageka.or.jp

くめ 久米川透析内科クリニック 042-399-2071 東京都東村山市恩多町三丁目6-3 内科、腎臓内科、人工透析内科 http://www.kumegawa-cl.com/

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

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/

けい 恵愛病院 049-252-2121 埼玉県富士見市針ヶ谷526-1 産科・婦人科・小児科・麻酔科 https://www.keiaihospital.or.jp/

けや けやき眼科クリニック 042-566-5500 東京都東大和市清水3-800-1 眼科 http://www.keyakiganka.com

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

げん 元気クリニック上福岡 049-256-8088 埼玉県ふじみ野市上福岡1-14-46中商ビル1F 在宅訪問診療 http://wakaba.genki-cl.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/

こく 国立病院機構村山医療センター 042-561-1221 東京都武蔵村山市学園2-37-1
整形外科、外科、内科、麻酔科、リハビリテーション科、歯
科

http://www.murayama-hosp.jp

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

こば 小林病院 04-2934-5121 埼玉県入間市宮寺2417 内科、循環器内科、神経内科、糖尿病内科、呼吸器内科、消化器内科、整形
外科、血管外科、リハビリテーション科 http://www.iruma-kobayashi.com

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

こむ 小室医院 04-2962-2951 埼玉県入間市鍵山1-12-16 産科、婦人科 http://www.komuroclinic.or.jp/

さい 埼玉記念リズムクリニックセンター 049-269-3357 埼玉県ふじみ野市うれし野2-10-37-E-3F
総合診療科、内科、循環器内科、呼吸器内科、消化器内
科、皮膚科、耳鼻咽喉科

https://skrhythmcl.jimdofree.com/

さい 埼玉石心会病院 04-2969-6077 埼玉県狭山市入間川2-37-20
内科、呼吸器内科、循環器内科、消化器内科、糖尿病内科、内分泌・代謝内科、腎臓内科、

神経内科、感染症内科、人工透析内科、緩和ケア内科、外科、呼吸器外科、心臓血管外科、

消化器外科、乳腺・内分泌外科、肛門外科、整形外科、脳神経外科、形成外科、精神科、小
https://saitama-sekishinkai.jp/

さい 埼玉セントラル病院 049-259-0161 埼玉県入間郡三芳町上富2177番地
内科、心療内科、人工透析内科、皮膚科、精神科、リハビ
リテーション科

http://www.ims.gr.jp/saitama_central/

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/
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http://www.kawaguchi-dmclinic.jp/
http://www.kitatoko-hp.com/
http://kitahata-family-cl.com/
http://www.kidoclinic.jp/
https://ssl.kihei.jp/checkin.html
https://www.caps-clinic.jp/shiki
http://www.kiyosesasakiganka.com/
http://www.kiyosenomori.com/
http://www.hakusaido.jp/
https://kinshicho-clinic.com/
http://kusakari-shounika.or.jp/
http://www.kumagayageka.or.jp/
http://www.kumegawa-cl.com/
http://www.kuwanomi-hongo.jp/
https://www.keiaihospital.or.jp/
http://www.keyakiganka.com/
http://www.hi-ho.ne.jp/keyaki/index.html
http://www.ken-o-tokorozawa-hosp.com/
http://wakaba.genki-cl.com/
http://kohkuhkohen.starfree.jp/
http://www.kk-naika.clinic/
http://www.murayama-hosp.jp/
http://www.k-med.jp/
http://kotesashitower-clinic.com/
http://www.iruma-kobayashi.com/
http://kobushi.ishinkai.com/
http://www.komuroclinic.or.jp/
https://skrhythmcl.jimdofree.com/
https://saitama-sekishinkai.jp/
http://www.ims.gr.jp/saitama_central/
https://nishikyoudou.mcp-saitamawest.jp/
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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

さか 酒田クリニック 042-496-7328 東京都清瀬市野塩5-280-2 内科、心療内科、漢方内科、老年内科

さく 桜街道たかやま眼科 042-567-4146 東京都東大和市桜が丘4-262-1 眼科 https://sakura-takayama.ne.jp

さく さくら記念病院 049-253-3811 埼玉県富士見市永谷東1-28-1
内科、外科、整形外科、泌尿器科、形成外科、腎臓内科、
人工透析科、消化器科、循環器科、リハビリテーション科 http://sakurakinen.jp

さく さくらこどもクリニック 042-566-8177 東京都東大和市上北台3-393-1 小児科、アレルギー科

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

さや 狭山厚生病院 04-2957-9111 埼玉県狭山市中央1-24-10 内科、小児科、皮膚科、アレルギー科 http://www.skh.or.jp/

さや さやま総合クリニック 04-2900-2700 埼玉県狭山市入間川4-15-25
総合診療科、内科、呼吸器内科、消化器内科、循環器内科、神経内科、腎臓内科、血液内

科、糖尿病内科、代謝・内分泌内科、リウマチ科、メンタルヘルス科、心療内科、心理相談、

外科、脳神経外科、整形外科、心臓血管外科、乳腺・内分泌外科、泌尿器科、婦人科、皮膚

科、形成外科、呼吸器外科、眼科、耳鼻咽喉科、緩和医療科

https://sekishinkai-sayama-cl.jp

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

さや 狭山中央病院 04-2959-7111 埼玉県狭山市富士見2-19-35 内科、外科、整形外科、脳神経外科、形成外科、皮膚科 http://www.sch.or.jp/

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

しせ 至聖病院 04-2952-1000 埼玉県狭山市下奧冨1221 内科、外科、消化器科、整形外科、小児科、皮膚科、循環器科、呼吸器科、脳
神経外科、形成外科、放射線科、リハビリテーション科 http://www.shisei-hp.jp/

しだ 設楽耳鼻科クリニック 049-256-5777 埼玉県ふじみ野市西1-3-8 耳鼻咽喉科

しの 篠田中央クリニック 049-251-0200 埼玉県富士見市鶴瀬東1-8-19 内科、外科、小児科、整形外科、神経内科、麻酔科 www.ichijyukai.net

しも 下藤沢皮フ科クリニック 04-2933-5333 埼玉県入間市下藤沢771-4 皮膚科

しん 信愛病院 042-491-3211 東京都清瀬市梅園2-5-9 内科、老年内科、循環器内科、消化器内科、呼吸器内科、整形外科、脳神経
外科、リハビリテーション科、もの忘れ外来、緩和ケア外来、禁煙外来 http://www.shin-ai.or.jp

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

すが 巣鴨千石皮膚科 03-3941-1241 東京都豊島区巣鴨1-20-10-5F 皮膚科・アレルギー科・小児皮膚科・美容皮膚科 https://sugamo-sengoku-hifu.jp/

すぎ 杉本医院 042-492-1199 東京都清瀬市元町2-7-1 内科、リウマチ科 http://www.myclinic.ne.jp/sugi1199/pc/

すく すくすくkidsクリニック 042-451-3027 東京都西東京市南町5-9-17 小児科、アレルギー科 http://sukusuku.kids.coocan.jp

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

すず すずらんクリニック 04-2964-3211 埼玉県入間市東藤沢3-13-8-105 内科、消化器内科、皮膚科 http://suzuran-cl.com/

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

たい 大生病院 04-2957-1141 埼玉県狭山市水野600番地 内科、循環器内科、消火器内科、リウマチ科、精神科、心療内科、老年精神科
（認知症）、皮膚科、放射線科、歯科、歯科口腔外科 http://taisei.syojukai.or.jp/

たか たかだ歯科医院 04-2901-8020 埼玉県入間市下藤沢1-6-4 歯科・小児歯科・歯科口腔外科 http://takadadc.com/m/

たか 高橋医院 042-565-7001 東京都東大和市立野2-3-17 内科、小児科

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

たけ 竹丘病院 042-491-6111 東京都清瀬市竹丘2-3-7
内科、神経内科、循環器内科、消化器内科、皮膚科、リハ
ビリテーション科 http://takeoka.or.jp

たけ たけおクリニック 03-5433-3255 東京都世田谷区太子堂4-22-7森住ビル3F 内科、糖尿病内科 http://www.takeo-clinic.com

たけ たけもとクリニック 042-843-7157 東京都東大和市清水6-1257-3 内科、外科、消化器内科、乳腺外科、肛門外科 http://www.takemoto-cl.com

たつ 立麻医院 049-261-1182 埼玉県ふじみ野市大井中央4-11-14 小児科、内科 http://tatsuma-iin.kids.coocan.jp/

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/

たま 田町三田こころみクリニック 03-6435-1553 東京都港区芝浦3-13-1矢島ﾋﾞﾙ501号 心療内科、精神科 http://cocoromi-mental.jp/tamachi-mita/

http://saito-ent.jp/
http://www.saino.or.jp/
https://sakura-takayama.ne.jp/
http://sakurakinen.jp/
http://www.sakemi-ganka.com/
https://www.sasahara-dc.com/
http://yasumatsu-sato-ganka.jp/
https://zamacli.jp/
http://www.takizawa-shika.com/
http://www.skh.or.jp/
https://sekishinkai-sayama-cl.jp/
http://www.sayamadaiitoganka.com/
http://www.sch.or.jp/
https://sayama-ns.com/
http://www.shisei-hp.jp/
http://www.ichijyukai.net/
http://www.shin-ai.or.jp/
http://www.sintoko-jibi.jp/
http://s-hiro-cl.com/
https://sugamo-sengoku-hifu.jp/
http://www.myclinic.ne.jp/sugi1199/pc/
http://sukusuku.kids.coocan.jp/
http://www.sujino-ganka.com/
http://suzuran-cl.com/
http://www.suyama-shika.com/
http://seto-hospital.or.jp/
https://sorairo-family.com/
http://taisei.syojukai.or.jp/
http://takadadc.com/m/
http://takeoka.or.jp/
http://www.takeo-clinic.com/
http://www.takemoto-cl.com/
http://tatsuma-iin.kids.coocan.jp/
http://www.tnk-otolaryngology.jp/
http://cocoromi-mental.jp/tamachi-mita/


4/6

令和４年６月１３日現在

よみ 医療機関名 電話番号 住所 標榜診療科 HPのURL

連携医療機関・登録医（全体）

たま 多摩北部医療センター 042-396-3811 東京都東村山市青葉町1-7-1
内科、内分泌・代謝内科、循環器内科、腎臓内科、呼吸器内科、消化器内科、神経内科、血

液内科、小児科、精神科、外科、消化器外科、脳神経外科、整形外科、皮膚科、麻酔科、泌

尿器科、婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、歯科口腔外科、リハビリテーション科、放射線科、リウ

マチ膠原病科、病理診断科

http://tamahoku-hp.jp/

ちえ ちえ歯科医院 04-2993-4618

つる 鶴ヶ島医院 049-285-0179 埼玉県鶴ヶ島市脚折1864-7 小児科・アレルギー科 http://t2850179.byoinnavi.jp/

てら 寺師医院 04-2962-3352 埼玉県入間市豊岡5-5-25 内科、小児科、皮膚科 http://www.terashi.info

とう 東京病院 042-491-2934 東京都清瀬市竹丘3-1-1
内科、外科、呼吸器内科、呼吸器外科、消化器内科、消化器外科、循環器内科、脳神経内

科、整形外科、緩和ケア内科、感染症内科、アレルギー科（喘息）、リウマチ科、泌尿器科、

眼科、耳鼻いんこう科、小児科、リハビリテーション科、放射線科、歯科、麻酔科、病理診断

科

http://tokyo-hp.hosp.go.jp/index.html

とう 東京横浜TMSクリニック　みなと　東京院 03-6381-7515 東京都港区芝浦3-13-1矢島ﾋﾞﾙ502号 心療内科、精神科 http://www.tokyo--yokohama-tms-cl.jp/

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/

とだ 戸田笹目耳鼻科 048-421-8733 埼玉県戸田市笹目1-33-14 耳鼻咽喉科・麻酔科 https://sasame-jibika.com/

とみ 富家病院 049-264-8811 埼玉県ふじみ野市亀久保2197 内科、胃腸科、整形外科、泌尿器科、皮膚科、神経内科 http://www.fukekai.com

とよ 豊岡クリニック 04-2963-1116 埼玉県入間市豊岡1-2-17 内科、消化器内科、呼吸器科、循環器科、小児科

とよ 豊岡第一病院 04-2964-6311 埼玉県入間市大字黒須1369番地3
内科、循環器内科、消化器内科、呼吸器内科、脳神経内科、小児科、外科、消化器外科、乳

腺外科、整形外科、形成外科、美容外科、リウマチ科、皮膚科、泌尿器科、　婦人科、ﾘﾊﾋﾞﾘ

ﾃｰｼｮﾝ科、放射線科、麻酔科
http://www.toyooka1.co.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 中島医院 042-495-6727 東京都清瀬市元町1-3-45
内科・緩和ケア内科・心療内科・糖尿病内科・呼吸器内
科・アレルギー科

https://hospice-nakajima.com

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/

なん 南街診療所 042-561-3321 東京都東大和市南街5-30-7 1階 循環器科、内科、小児科 http://nangai-clinic.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、リハビリテーション科、病理診断科、歯科、皮膚科）
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

のぐ 野口医院 042-561-3010 東京都東大和市芋窪3-1629 内科、小児科 http://www.noguchi-iin.com/

http://tamahoku-hp.jp/
http://t2850179.byoinnavi.jp/
http://www.terashi.info/
http://tokyo-hp.hosp.go.jp/index.html
http://www.tokyo--yokohama-tms-cl.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/
https://sasame-jibika.com/
http://www.fukekai.com/
http://www.toyooka1.co.jp/
http://www.toyokawaiin.jp/
https://hospice-nakajima.com/
http://nakamura-seikeigeka.jp/
http://www.nagasawa-naika.com/
http://www.nashida-naika.jp/
http://www.namiki-hospital.jp/
http://nangai-clinic.jp/
https://nishisaitamachuo.hosp.go.jp/
http://www.nishiyama.byoinnavi.jp/pc/
http://www.noguchi-iin.com/
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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/

はせ はせがわクリニック 04-2968-3721 埼玉県入間市豊岡4-6-3 内科、循環器内科 https://hasegawaclinic.net/

はた はたなかクリニック 04-2956-5400 埼玉県狭山市堀兼2356-12
一般内科・外科、小児科、消化器内科（内視鏡）、腫瘍内
科（化学療法）、専門外来

http://hatanaka-clinic.wixsite.com/ishinkai

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

はた はたの耳鼻咽喉科 https://musashino-ent.jp/

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

はつ はつかり耳鼻咽喉科クリニック 049-227-3756 埼玉県川越市連雀町9-3 耳鼻咽喉科、アレルギー科、小児耳鼻咽喉科 http://hatsukari.ishioka-clinic.jp/

はな 花園医院 042-491-0315 東京都清瀬市松山3-5-14 小児科、内科 https://www.hanaikuped.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/

はら 原田病院 04-2962-1251 埼玉県入間市豊岡1丁目13番3号
外科、脳神経外科、整形外科、消化器外科、肛門外科、小児外科、内科、神経内科、内分

泌・糖尿病内科、消化器内科、リウマチ科、循環器内科、泌尿器科、呼吸器内科、耳鼻咽喉

科、放射線科、リハビリテーション科
http://www.harada.or.jp

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

ひが 東大和循環器科内科 042-562-9999 東京都東大和市奈良橋5-772-7 循環器科、呼吸器科、内科 http://www.hyamato-heart.com

ひが 東大和病院 042-562-1484 東京都東大和市南街1-13-12
内科、消化器内科、循環器内科、人工透析内科、腎臓内
科、糖尿病内科、神経内科

http://www.yamatokai.or.jp/higasiyamato/

ひが 東大和ホームケアクリニック 東京都東大和市南街2-49-3 在宅医療（訪問診療のみ） http://www.yamatokai.or.jp/clinic/

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/

ひら 平野クリニック 042-495-7320 東京都清瀬市松山1-4-19HRNビル1.2.3階 泌尿器科・訪問診療 http://kowakai-hcl.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 ふくもと眼科 04-2931-3811 埼玉県入間市野田936ツカサビル1F 眼科 http://www.fukumoto-eye.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/

ほそ 細谷医院 04-2932-5131 埼玉県入間市野田595-10
内科、消化器内科、糖尿病内科、小児科、外科、リハビリ
科

ほむ ホームクリニックえにし 03-6913-2080 東京都練馬区石神井町2-15-1　NMSビル２階
内科、循環器内科、神経内科、糖尿病内科、緩和ケア内
科、精神科、耳鼻咽喉科、皮膚科、リハビリテーション科 http://clinic-enishi.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

まえ 前田病院 04-2953-5522 埼玉県狭山市広瀬東3-14-3
内科、肝臓・胆嚢・膵臓内科、消化器内科、神経内科、循
環器内科、糖尿病内科、皮膚科、整形外科、精神科

http://www.maedahospital.or.jp

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

まち まちだ訪問クリニック 048-424-7301 埼玉県朝霞市本町1-34-1ボンビラ－ジュ１Ｆ 内科、呼吸器内科、消化器内科、神経内科 http://www.machida-houmon.com

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

みお 三尾整形外科 042-466-7111 東京都西東京市田無町4-21-1第一光ビル1F 整形外科、リウマチ科、リハビリテーション科 http://mio-seikei.com

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/

みず みずほ在宅医療 049-293-2722 埼玉県富士見市東みずほ台1-9-27　2階 内科、循環器科、訪問診療 http://mizuhoo.org

みそ ミソラ歯科クリニック 042-520-1118 東京都武蔵村山市榎1-7-21 一般歯科、小児歯科、矯正歯科、口腔外科 http://www.misora-dc.com

http://www.nozawa-dc.com/
https://hasegawaclinic.net/
http://hatanaka-clinic.wixsite.com/ishinkai
https://musashino-ent.jp/
http://www.hachisusinryoujyo.jp/
http://hatsukari.ishioka-clinic.jp/
https://www.hanaikuped.jp/
https://hara-kodomo.com/
http://www.harada.or.jp/
http://www.hiroeye.com/
http://www.h-tokoro.jp/
http://www.hyamato-heart.com/
http://www.yamatokai.or.jp/higasiyamato/
http://www.yamatokai.or.jp/clinic/
http://www.hidamari-cl.com/
http://www.hirasawa-hp.jp/
http://www.hirasawa-clinic.com/
http://kowakai-hcl.com/
http://www.hiroseclinic.com/
http://www.fukumoto-eye.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://clinic-enishi.com/
http://www.maedahospital.or.jp/
http://www.tokorozawa.saitama.med.or.jp/machida/seikei.htm
http://www.machida-houmon.com/
http://www.myclinic.ne.jp/matsucli/pc/clinic.html
http://www.matsuda-pc.jp/
http://matubaclinic.com/
http://banba-dc.com/
http://mio-seikei.com/
http://mikami-kids-clinic.com/
http://www.mizuno-naika-clinic.com/new/
http://mizuhoo.org/
http://www.misora-dc.com/
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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 みやた内科クリニック 04-2969-2111 埼玉県狭山市入間川1-18-30 循環器内科、消化器内科、呼吸器内科、糖尿病内科 http://miyataclinic.webmedipr.jp/

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

むさ 武蔵野総合クリニック 042-496-7015 東京都清瀬市元町1-8-30
総合診療科、小児科、整形外科、泌尿器科、循環器科、
訪問診療 www.6340-group.jp/clinic/

むさ 武蔵藤沢セントラルクリニック 04-2901-8155 埼玉県入間市下藤沢375-1 糖尿病・内分泌代謝内科 http://www.mfc-clinic.jp

むら むらせ医院 042-391-8565 東京都東村山市秋津町5-4-3 外科、脳神経外科、内科、皮膚科、リハビリ科 https://www.murase-cl.jp/

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/

めで メディカルパーク入間 04-2966-8103 埼玉県入間市久保稲荷1-29-3 産婦人科 http://maki-ladiesclinic.net/

めで メディカルボックス東大和 042-516-9955 東京都東大和市向原2-1-19 内科、小児科、皮ふ科 http://www.medi-box.com

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

もり 森田クリニック 04-2959-3111 埼玉県狭山市狭山台1-8-1 内科、小児科、胃腸科 http://www.morita-clinic.or.jp

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 山岸内科クリニック 04-2960-1106 埼玉県入間市扇町屋1-11-34 内科、消化器科、アレルギー科 http://yamagishi-naika.life.coocan.jp/

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/

やま 山本病院 0424-91-0706 東京都清瀬市野塩1-328
内科、整形外科、泌尿器科、皮膚科、リハビリテーション
科、外科 http://www.yamamoto-hp.jp

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

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

りょ 緑成会病院 042-341-3011 東京都小平市小川西町2-35-1 整形外科、リハビリテーション科 http://www.ryokuseikai.or.jp

れで レディースクリニック マリアヴィラ 042-566-8827 東京都東大和市上北台1-2-14上北台メディカルビル4F 婦人科、産科、麻酔科 http://www.maria-villa.jp/

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

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

わか 若葉病院 049-283-3633 埼玉県坂戸市戸宮609番地
内科、整形外科、リハビリテーション科、リウマチ科、放射線科、呼吸器内科、
循環器内科、消化器内科、脳神経内科、糖尿病内科、皮膚科、形成外科、外
科、麻酔科

http://www.wakaba-group.or.jp
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