
浦和区 NO 法人名 医療機関名 診療科 〒 住所 電話番号 ホームページ

1 佐藤クリニック 外科・肛門外科・胃腸内科 330-0073 浦和区元町2-8-12 048-886-9240 http://www.satou-clinic.jp/index.html

2 塩沢クリニック 内科・消化器肝臓内科 336-0027 南区沼影1-22-6 048-862-6532 http://www.shiozawaclinic.com/pc/

3 医療法人 小野耳鼻咽喉科医院 耳鼻咽喉科 330-0063 浦和区高砂1-10-7 048-822-6063 http://ono-jibika.jp/hours/

4 飯島医院 産婦人科 330-0051 浦和区駒場1-12-1 048-882-0333

5 川村医院 内科・消化器内科 338-0811 桜区白鍬325-2 048-855-2279 http://kawamuraiin.main.jp

6 浦和神経サナトリウム 精神科 338-0041 南区広ヶ谷戸301-1 048-873-3115 http://sanato.info

7 医療法人社団平陽会 岩﨑内科クリニック 内科・消化器内科 330-0073 浦和区元町2-1-16 048-886-2869 http://www.iwasakinaikaclinic.com/

8 ユニット・ワン外科クリニック 外科・呼吸器科・胃腸科 336-0025 南区文蔵3-11-3 048-865-0929

9 医療法人清香会 小野内科クリニック 糖尿病内科・内科 338-0837 桜区田島5-23-8　西浦和クリニックプラザ201 048-710-1020

10 萩原医院 耳鼻咽喉科 330-0074 浦和区北浦和1-12-2 048-831-9802

11 かたやまクリニック 心療内科・精神科 336-0963 緑区大門4443-1 048-711-1671 http://www.urawamisono-katayamaclinic.jp

12 医療法人ふくいく会 磯部耳鼻咽喉科 耳鼻咽喉科 336-0936 緑区太田窪3-3-22 048-887-3387 http://www.isobejibika.com

13 医療法人せいわ会 松谷内科医院 内科 338-0832 桜区西堀3-1-17 048-862-4003

14 馬場内科消化器科クリニック 内科・消化器科 330-0061 浦和区常盤10-10-18マスナガエン第５ビル２Ｆ 048-831-9938 http://www.babaclinic.com/

15 阪医院 内科・消化器科・小児科 330-0075 浦和区針ケ谷3-11-13 048-825-1951 http://sakaiin.webmedipr.jp/

16 医療法人 水谷医院 内科・消化器内科・小児科 330-0064 浦和区岸町6-3-15 048-822-3035 http://www.mizutani-clinic.jp/

17 髙田クリニック 産婦人科・内科・乳腺外科 330-0061 浦和区常盤1-3-17 048-831-2023 http://www006.upp.so-net.ne.jp/takada/

18 山崎外科泌尿器科診療所 泌尿器科 330-0056 浦和区東仲町26-26 048-885-7595 http://yamazaki-suc.com/

19 キリサワ産婦人科クリニック 産婦人科・内科 330-0055 浦和区東高砂町22-6 048-887-7200

20 石井内科医院 内科・消化器科 336-0015 南区太田窪2-17-12 048-882-9501 http://ishiinaika-cl.com

21 岸林クリニック 内科・神経内科 336-0936 緑区太田窪1-23-10 048-886-3662 http://members3.jcom.home.ne.jp/kishibayashi_clinic/

22 ふたばクリニック 外科・内科 336-0931 緑区原山4-33-24 048-883-2812 http://www.futaba-clinic.com

23 医療法人社団 木崎診療所 内科・整形外科・小児科 330-0042 浦和区木崎1-2-11 048-886-3546

24 石田医院 内科・皮膚科 330-0062 浦和区仲町4-16-1 048-861-2186

25 石田小児科医院 小児科 330-0062 浦和区仲町3-8-6 048-822-4301

26 医療法人藤友会 加藤整形外科 整形外科・リハビリ科・スポーツ整形 330-0061 浦和区常盤10-9-20 048-825-3875 http://katoseikei.com

27 星整形外科クリニック 整形外科・リハビリテーション科 336-0027 南区沼影1-17-15 048-838-1555 http://hoshiseikei.jp/

28 医療法人 立花医院 内科・小児科 338-0831 桜区南元宿1-15-15 048-864-2300

29 三恵クリニック 外科・皮膚科 338-0812 桜区神田236-2 048-853-8910

30 大島内科クリニック 内科・循環器科 330-0061 浦和区常盤9-31-8 048-831-4868 http://www.ooshimanaika.com

31 石川内科 呼吸器科・循環器科 330-0064 浦和区岸町4-24-12 048-822-4080 http://isikawa-4080.byoinnavi.jp/pc/

32 しろま内科 内科・小児科 336-0031 南区鹿手袋2-5-1 048-845-2002

33 とまつ内科・胃腸科クリニック 内科・胃腸科・消化器科 330-0063 浦和区高砂1-14-14-5F 048-823-4111 http://www.tomatsuclinic.com/

34 こう外科クリニック 乳腺外科 330-0063 浦和区高砂1-2-1エイッペックスタワー208 048-833-3355
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35 宮田クリニック 内科・循環器内科 336-0021 南区別所3-13-20 048-863-8888 http://www.miyata-cl.jp/

36 医療法人健栄会 保科クリニック 内科 338-0837 桜区田島4-1630-1 048-711-1334

37 三宅耳鼻咽喉科医院 耳鼻咽喉科 338-0837 桜区田島6-2-13-2 048-839-4711

38 医療法人社団 原医院 外科・胃腸科 336-0033 南区曲本4-10-11 048-864-6662 http://hara-iin.byoinnavi.jp/sp/

39 医療法人社団泰斗会 岩崎整形外科 整形外科・リハビリテーション科 330-0056 浦和区東仲町30-20 048-884-7111 http://www.iwasakiseikei.com

40 山崎クリニック 内科・小児科 336-0022 南区白幡6-18-18 048-865-2525

41 医療法人社団青洋会 そら内科クリニック 内科 336-0911 緑区三室950-1 048-876-0360 http://sora-clinic.jp/

42 らびっとクリニック 内科・リウマチ科 336-0911 緑区三室1209-10三室クリニックビル２Ｆ 048-810-6670 http://www.rabbit-clinic.jp

43 医療法人 仲田内科 循環器内科・呼吸器内科・内科 330-0064 浦和区岸町4-2-14 048-827-2520

44 医療法人 水口医院 胃腸科肛門科・外科・循環器内科 336-0911 緑区三室2196-3 048-875-2077 http://www.dr-mizuguchi.com/

45 あさば内科 内科 330-0044 浦和区瀬ケ崎3-9-6　１階 048-871-0055 http://www.asabanaika.jp

46 古藤内科医院 内科 330-0073 浦和区元町1-22-6 048-886-6753

47 医療法人 あべ小児科医院 小児科 336-0931 緑区原山1-32-8 048-882-5356

48 医療法人幸明会 原田医院 泌尿器科・皮膚科 336-0931 緑区原山1-20-5 048-882-8597

49 川久保整形外科クリニック 整形外科 336-0936 緑区太田窪3-8-2 048-885-5411 http://www.kawakubo-clinic.jp

50 医療法人博朋会 北濱ライフクリニック 内科・人間ドック 336-0032 南区四谷2-1-3 048-838-5666 http://www.hakuhoukai-net.or.jp

51 医療法人伴友会 伴医院 一般内科・耳鼻咽喉科 338-0837 桜区田島9-12-12 048-862-5917

52 メンタルヘルス田井クリニック 精神科・心療内科 330-0063 浦和区高砂3-2-10-6F 048-816-5521 http://www.taiclinic.com

53 高橋内科クリニック 内科・循環器科・小児科 336-0926 南区東浦和4-5-7 048-875-8611

54 きしろ内科・眼科クリニック 内科・眼科・呼吸器内科・アレルギー科 336-0017 南区南浦和2-12-18
048-749-1115（内）
048-749-1667（眼）

http://www.kishiro-clinic.com

55 医療法人 大谷内科胃腸科 内科・消化器内科 330-0056 浦和区東仲町30-20東仲町ビル1階 048-883-1177

56 松永内科クリニック 内科・循環器科 336-0017 南区南浦和2-31-19メディカルプラザ２F 048-871-2500 http://www.matsunaga-naika.sakura.ne.jp

57 とくまる耳鼻咽喉科 耳鼻咽喉科・アレルギー科 336-0026 南区辻1-26-8 048-838-3387 http://www.tokumaru-clinic.jp

58 新井内科医院 内科・循環器科・小児科 336-0024 南区根岸3-2-20 048-861-6456

59 関耳鼻咽喉科医院 耳鼻咽喉科 330-0074 浦和区北浦和3-1-17安田ビル２階 048-824-3364

60 石井クリニック 泌尿器科 330-0063 浦和区北浦和4-3-8テックビル４階 048-833-0010 http://www.ishii-clinic.jp

61 大原医院 内科・小児科・消化器内科 330-0074 浦和区北浦和3-19-17 048-831-3880

62 医療法人社団誠信会 かさい医院
外科・内科（甲状腺・内分泌）・心臓血管
外科・消化器外科

330-0075 浦和区針ケ谷2-14-3 048-833-6226 http://www.myclinic.ne.jp/seishinkai/pc/

63 医療法人社団泰成会 こんの眼科 眼科 330-0061 浦和区常盤10-7-11 048-830-0533 http://www.konno-eye.com/

64 青木内科クリニック 内科・リウマチ科 330-0072 浦和区領家2-9-17 048-886-5014 http://www.aoki-naika-clinic.jp

65 医療法人社団浩貴会 矢吹胃腸科内科クリニック 胃腸科・内科 336-0018 南区南本町2-3-8志賀パレスビル２０１号 048-864-2211

66 小川クリニック 内科・心療内科 330-0063 浦和区高砂1-13-2 048-834-5525 http://ogawaclinic.byoinnavi.jp/pc/

67 医療法人 布施小児科内科医院 小児科・内科・婦人科 336-0926 緑区東浦和6-20-4 048-874-1519

68 医療法人優理会 やまうちクリニック 内科・消化器内科 330-0071 浦和区上木崎2-7-13メディカルモール新都心２Ｆ 048-823-7800 http://www.yamauchiclinic.jp

69 こようクリニック 内科・消化器科 330-0061 浦和区常盤7-11-22 048-814-1750 http://koyo-clinic.com/
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70 医療法人 ただともひろ胃腸科肛門科 胃腸科・肛門科 336-0021 南区別所7-2-1-202 048-837-9333 http://www.musashiurawa.jp/ichoka

71 宮坂産婦人科クリニック 産婦人科 336-0926 緑区東浦和2-71-2 048-873-0220

72 ねもと内科 内科・消化器内科・女性内科・血液内科 330-0074 浦和区北浦和1-16-7 048-753-9510 http://nemoto-med.jp

73 医療法人智健会 イーストメディカルクリニック 内科・消化器内科・乳腺外科 330-0055 浦和区東高砂町3-2ﾊｲﾌｨｰﾙﾄﾞﾋﾞﾙ4F・5F 048-799-2211 http://www.east-medicalclinic.jp

74 吉岡眼科 眼科 336-0021 南区別所4-7-8 048-839-3441 http://www.yoshioka-eye-clinic.jp/

75 医療法人栄寿会 林病院 内科・リハビリテーション科 338-0832 桜区西堀8-4-1 048-855-5511 http://www.eijukai.com

76 医療法人社団望星会 けやきクリニック 内科 336-0027 南区沼影1-17-13 048-836-2971 http://www.mtnet.jp/bouseikai/bouseihp/info_keyakiclinic.html

77 石井医院 内科・循環器科・小児科 330-0065 浦和区神明1-22-6 048-822-3491 http://www.is-clinic.jp

78 長澤内科医院 内科・放射線科 336-0026 南区辻4-7-5 048-863-1211

79 医療法人 しのざき脳神経外科・産婦人科クリニック 産婦人科・脳神経外科・放射線科 336-0017 南区南浦和3-28-7 048-887-1881 http://www.shinozaki-c.com

80 三田眼科医院 眼科 330-0064 浦和区岸町7-9-14 048-822-4814

81 セバタクリニック 小児科 330-0054 浦和区東岸町3-11 048-882-5021

82 ファミリークリニック 内科・小児科 330-0044 浦和区瀬ケ崎3-16-1 048-881-7424

83 田平内科 内科・循環器科・内分泌代謝科 336-0963 緑区大門1711-2 048-878-0018 http://www011.upp.so-net.ne.jp/tahiranaika/

84 吉野医院 内科・消化器内科・整形外科 330-0055 浦和区東高砂町26-17 048-882-2598 http://yoshino-iin.jp/

85 早川医院 小児科・アレルギー科 336-0018 南区南本町1-11-5 048-864-3951 http://www.hayakawa-iin.com/

86 医療法人 屋成外科胃腸科医院 外科・内科・消化器内科・肛門内科 336-0025 南区文蔵3-27-3 048-866-2511

87 山崎整形クリニック 整形外科・リハビリ科 330-0063 浦和区高砂2-2-20Kビル3F 048-814-0260 http://www.yamazaki-seikei.com

88 医療法人社団徳栄会 常徳医院
整形外科・外科
婦人科・リハビリテーション科

336-0033 南区曲本3-6-2曲本クリニックモール内 048-844-6655 http://www.jyotokuiin.jp

89 医療法人 てづかこどもクリニック 小児科 336-0032 南区四谷3-5-3 048-838-9075

90 医療法人社団望星会 望星病院 内科・泌尿器科 330-0075 浦和区針ケ谷1-8-14 048-834-0291 http://www.mtnet.jp/bouseikai/bouseihp/

91 医療法人社団怡謝会 阿部クリニック 内科・消化器内科 330-0074 浦和区北浦和3-7-3 048-833-3633 http://abeclinic.info

92 かせ心のクリニック 心療内科・精神科 330-0074 浦和区北浦和1-1-7北原ビル2F 048-813-0707 http://www.kase-cocoro.com

93 小島眼科医院 眼科 330-0073 浦和区元町2-9-5 048-711-2701 http://www.kojima-ganka.jp

94 新井医院 泌尿器科・皮膚科性感染症内科・皮膚科 330-0062 浦和区仲町2-15-12 048-822-2030

95 医療法人社団至政会 かかず内科クリニック 内科・小児科・アレルギー科 336-0917 緑区芝原3-35-1 048-810-5335

96 かわさき眼科 眼科 330-0061 浦和区常盤9-32-15今井ビル2F 048-789-7500 http://www.kawasaki-ganka.jp

97 医療法人社団隆樹会 早川内科小児科医院 内科・小児科 330-0052 浦和区本太5-29-15 048-882-6025

98 彩レディースクリニック 産婦人科 336-0017 南区南浦和2-42-15 048-883-0076

99 藤生産婦人科医院 産婦人科 330-0062 浦和区仲町2-11-2 048-822-2832

100 いけがみ内科ファミリークリニック 内科・アレルギー科 336-0033 南区曲本3-6-2 048-872-8700 http://ikegamiclinic.net

101 医療法人刀水会 第二齋藤記念クリニック 人工透析内科 336-0031 南区鹿手袋2-14-11 048-872-3535 http://www.saito-kinen.or.jp/saitokinen-clinic-dai2/

102 塩沢皮フ科 皮膚科 336-0027 南区沼影1-22-6－２Ｆ 048-837-2505 http://www.shiozawaclinic.com/pc/

103 志村医院 内科・消化器内科 330-0052 浦和区本太1-19-5 048-882-7919 http://www.shimuraiin.byoinnavi.jp/pc/

104 医療法人 やまぐち内科クリニック 内科・呼吸器内科 330-0063 浦和区高砂1-2-1エイペックスタワー浦和104 048-834-8828 http://www.yamaguchi-cl.com
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105 医療法人泰会 今野医院 内科・糖尿病内科・循環器内科 336-0926 緑区東浦和1-15-21 048-874-2520

106 医療法人石川会 石川医院 内科・循環器内科 330-0053 浦和区前地3-11-18 048-882-9739

107 医療法人博和會 星内科クリニック 内科・循環器科・呼吸器科・消化器科 330-0074 浦和区北浦和4-1-11岩﨑ビル１Ｆ 048-831-5750 http://www.hoshi-clinic.com

108 高野医院 内科 336-0026 南区辻7-6-12 048-861-2712

109 医療法人服部会 服部外科胃腸科医院 外科・胃腸科・肛門科・麻酔科 336-0021 南区別所5-6-12 048-862-3799 http://hattori-gekaichouka.com

110 医療法人 岩﨑内科診療所 内科・糖尿病内科 330-0064 浦和区岸町7-1-2 048-822-8557

111 松田クリニック 内科 330-0061 浦和区常盤9-32-15今井ビル3F 048-823-4651 http://matsuda-wakan.sakura.ne.jp/

112 医療法人仁学会 里村クリニック 胃腸科 336-0932 緑区中尾2200-2 048-874-4747

113 辻医院 神経内科・精神科 336-0026 南区辻3-12-30 048-862-3830 http://saitama-tsuji-clinic.com

114 医療法人高陽会 池田医院 内科・胃腸科・外科・小児科 336-0025 南区文蔵1-20-17 048-861-6126

115 医療法人ふさの会 しみずクリニックふさ 内科・糖尿病内科・循環器内科 336-0963 緑区大門4430 048-799-2320 http://shimizu-clinic-fusa.com

116 医療法人望星会 望星クリニック 泌尿器科 330-0053 浦和区前地3-17-3 048-887-6691 http://www.mtnet.jp/bouseikai/bouseihp/info_bouseiclinic.html

117 　 川田胃腸科外科 消化器内科・心療内科・精神科 336-0018 南区南本町2-22-2 048-833-8822 http://www.kawata-cl.net

118 医療法人 わかば医院 内科・糖尿病内科 330-0071 浦和区上木崎4-11-20 048-831-9204 http://nttbj.itp.ne.jp/0488319204/index.html

119 鎌田眼科 眼科 330-0065 浦和区神明2-19-9 048-832-2908 http://nttbj.itp.ne.jp/0488322908/index.html

120 医療法人邦友会 曽我外科医院 肛門科・外科・胃腸科・整形外科 330-0072 浦和区領家5-10-15 048-882-4950 http://sogageka.com

121 医療法人 すがやハートクリニック 内科・循環器科 330-0074 浦和区北浦和3-11-1 048-793-5766 http://www5.plala.or.jp/sugaya-heart/

122 髙木皮膚科 皮膚科 330-0075 浦和区針ケ谷3-5-1 048-832-0550 http://www.takagi-hihuka.com/

123 恵生医院

内科・外科・整形外科・婦人科
胃腸科･小児科・肛門科
リハビリテーション科

330-0071 浦和区上木崎4-8-15 048-824-7121

124 おく耳鼻科クリニック 耳鼻咽喉科 330-0061 浦和区常盤9-32-15 048-835-2211

125 あらかきウィメンズクリニック 婦人科 336-0027 南区沼影1-17-15グラース１F 048-838-1107 http://arakaki1107.com

126 医療法人志仁会 つぼさか耳鼻咽喉科クリニック 耳鼻咽喉科 338-0837 桜区田島5-19-1 048-826-5477 http://www.tsubosaka-jibika.jp

127 医療法人けいゆう会 菊池医院 内科・胃腸科 330-0062 浦和区仲町2-6-14 048-833-3510 http://www.urawa-kikuchi-iin.com/

128 加藤クリニック 産婦人科・内科・小児科 330-0053 浦和区前地2-3-11 048-882-0034 http://www.katocl.jp/

129 医療法人明医研 デュエット内科クリニック
内科・呼吸器科・消化器科
総合診療科

336-0021 南区別所6-18-8 048-866-7350 http://meiiken.or.jp/duet

130 たけいハートクリニック 内科・循環器内科 336-0017 南区別所南浦和1-33-15グレースビル１階 048-811-2211 http://takei-heart.com/

131 パンジー皮膚科クリニック 皮膚科 330-0064 浦和区岸町4-2-15石内ビル３F 048-834-0007 http://pansy-skin.com

132 テディベアクリニック 小児科・アレルギー科 336-0021 南区別所7-2-1-101D 048-865-4190 http://www.musashiurawa.jp/shonika/

133 白石整形外科 整形外科・リハビリテーション 330-0062 浦和区仲町3-13-9 048-822-2312 http://members3.jcom.home.ne.jp/s.satoru/

134 野村クリニック 精神科・心療内科 330-0061 浦和区常盤2-9-12 048-822-3259 http://www.nomuraclinic.jp

135 医療法人社団由和会 楢原医院 内科・小児科・循環器内科 330-0056 浦和区東仲町4-17 048-882-3779 http://narahara2010.byoinnavi.jp/

136 向井医院 皮膚科・泌尿器科 330-0073 浦和区元町1-7-9 048-886-8093

137 うえだ内科胃腸科 内科・胃腸科 336-0918　 緑区松木3-26-31 048-876-3110

138 今泉皮ふ科医院 皮膚科 330-0043 浦和区大東3-35-22 048-886-1191

139 医療法人福岡会 福岡整形外科 整形外科・理学療法科 336-0063 浦和区高砂4-20-9 048-866-2338

http://www.hoshi-clinic.com/
http://hattori-gekaichouka.com/
http://matsuda-wakan.sakura.ne.jp/
http://saitama-tsuji-clinic.com/
http://shimizu-clinic-fusa.com/
http://www.mtnet.jp/bouseikai/bouseihp/info_bouseiclinic.html
http://www.kawata-cl.net/
http://nttbj.itp.ne.jp/0488319204/index.html
http://nttbj.itp.ne.jp/0488322908/index.html
http://sogageka.com/
http://www5.plala.or.jp/sugaya-heart/
http://www.takagi-hihuka.com/
http://arakaki1107.com/
http://www.tsubosaka-jibika.jp/
http://www.urawa-kikuchi-iin.com/
http://www.katocl.jp/
http://meiiken.or.jp/duet
http://takei-heart.com/
http://pansy-skin.com/
http://www.musashiurawa.jp/shonika/
http://members3.jcom.home.ne.jp/s.satoru/
http://www.nomuraclinic.jp/
http://narahara2010.byoinnavi.jp/


140 医療法人社団悠琳会 しぶや眼科クリニック 眼科 330-0071 浦和区上木崎2-3-2上木崎メディカルビル１F 048-822-7000 http://www.shibuya-ganka.com

141 医療法人 羽尾内科医院 内科・循環器内科 330-0072 浦和区領家5丁目11-8 048-886-9243

142 医療法人社団望星会 宮村医院 泌尿器科 336-0018 南区南本町1-4-12 048-863-8825 http://www.mtnet.jp/bouseikai/bouseihp/info_miyamuraiin.html

143 白峰クリニック 精神科・心療内科 330-0071 浦和区上木崎4-2-25 048-831-0012 http://www.hakuhou.or.jp

144 医療法人英康会 登坂医院 内科・リハビリテーション 330-0074 浦和区北浦和1-1-11登坂ビル3階 048-886-2325 http://www.tosakaiin.jp/

145 医療法人 石川病院 産婦人科・形成外科 330-0063 浦和区高砂3-17-17 048-861-2161

146 坂井眼科 眼科 330-0074 浦和区北浦和3-8-10 048-831-8819 http://www.sakai-ganka.com/

147 まさ整形外科クリニック 整形外科・リウマチ科・外科 336-0022 南区白幡2-11-15 048-838-5005

148 しもむら内科クリニック 内科・消化器科・循環器科 336-0926　 緑区東浦和4-8-2 048-876-0111
http://www.urawa-
med.or.jp/urawa/app/htdocs/index.php?action=dtl:index&me
dical_id=335

149 医療法人 まつもと内科・神経内科クリニック 内科・神経内科 336-0021 南区別所7-2-1-312 048-844-8377 http://www.musashiurawa.jp/naika/

150 滝本眼科医院 眼科 330-0055 浦和区東高砂6-19 048-882-6769 http://www.citydo.com/prf/saitama/guide/sg/252000163.html

151 医療法人有隣会 わかくさ病院
内科・小児科・循環器内科
消化器内科

336-0015 南区大字太田窪1973-5 048-885-5307 http://www.wakakusa-hospital.com

152 医療法人平和会 吉沢医院 泌尿器科 330-0074 浦和区北浦和1-8-3 048-881-4381

153 関山医院 肝臓内科・循環器内科・小児科 336-0977 緑区上野田71 048-878-0041

154 医療法人修幸会 中村クリニック 内科・消化器科 336-0024 南区根岸3-3-10ディアハイツⅢ1F 048-836-2888 http://www.nakamura-clinic01.com/

155 地方職員共済組合埼玉診療所 内科 330-0063 浦和区高砂3-14-21 048-830-2476

156
医療生協さいたま
生活共同組合

浦和民主診療所 内科.糖尿病内科・循環器内科 330-0074 さいたま市浦和区北浦和5-10-7 048-832-6172 http://www.urasin.org/

157 里村医院 内科・小児科・皮膚科 330-0072 浦和区領家6-15-20 048-831-4580

158 ささき胃腸科クリニック 胃腸科・内科 336-0932 緑区中尾608-2 048-874-7500

159 ちづるファミリークリニック 内科・循環器内科 338-0823 桜区栄和1-8-25 048-762-6210 http://chizuru-clinic.com/

160 西村整形外科 整形外科 330-0062 浦和区仲町2-9-13 048-824-0611

161 医療法人社団明悠会 小原クリニック 精神科・心療内科 330-0055 浦和区東高砂町9-1 048-883-5860 http://www.ohara-clinic.or.jp

162 医療法人明医研 ハーモニークリニック
内科・神経内科・整形外科
在宅医療

336-0918　 緑区松木3-16-6 048-875-7888 http://meiiken.or.jp/harmony

163 医療法人 舟田クリニック 内科・皮膚科 336-0926 緑区東浦和5-13-2 048-875-2211 http://www.funadaclinic.jp/

164 阿部内科クリニック 内科・循環器内科 336-0015 南区太田窪2-10-26 048-885-8731

165 なかじまクリニック 耳鼻咽喉科・アレルギー科 336-0962　 緑区下野田661 048-812-1600 http://www.nakajima-ent.com/

166 谷本耳鼻咽喉科医院 耳鼻咽喉科・アレルギー科 330-0044 浦和区瀬ケ崎1-20-4 048-886-1575

167 大嶋皮膚科クリニック 皮膚科 330-0061 浦和区常盤9-33-17グランスイート浦和常盤1階 048-835-5271 http://oshima-hifuka.com

168 川久保眼科 眼科 336-0936 緑区太田窪3-8-3 048-885-5422 http://kawakuboeye.webmedipr.jp/

169 医療法人財団博祐会 和田記念医院
整形外科・リウマチ科
リハビリテーション科

330-0072 浦和区領家2-2-2 048-886-8508

170 北原クリニック 内科 336-0025 南区文蔵1-16-8 048-865-8622

171 いしい眼科 眼科 335-0022 南区白幡4-21-7武蔵浦和医療ビル3F 048-865-0058

172 医療法人社団 松永医院 産婦人科・内科 336-0038 南区関2-3-16 048-862-3606

173 医療法人 清水医院 内科・小児科・耳鼻科・皮膚科 336-0021 南区別所3-38-9 048-861-1638

174 医療法人社団 田嶋内科 内科 336-0932 緑区中尾971-2 048-873-6067
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175 医療法人 牧野医院 内科・胃腸科・眼科 336-0017 南区南浦和3-3-12 048-882-3415

176 九里医院 外科・胃腸科 330-0054 浦和区東岸町2-15 048-882-9503

177 藤野医院 内科・消化器内科 330-0052 浦和区本太2-27-2 048-882-3237

178 医療法人若木会 若林医院 皮膚科・内科・小児科 336-0021 南区別所5-18-25 048-866-6861

179 医療法人社団白報会 メディカルクリニックドクターランド

内科・消化器内科・循環器内科
糖尿病内科･呼吸器内科・整形外科
皮膚科・美容皮膚科・耳鼻咽喉科
乳腺外科・小児科･小児耳鼻咽喉科
小児皮膚科・リハビリテーション科
精神科・眼科

336-8760 緑区大門3710イオンモール浦和美園1階 048-812-1888 http://dr-land-urawamisono.com

180 医療法人 みむら小児科 小児科 330-0071 浦和区上木崎1-11-3 048-831-4507

181 若山医院眼科耳鼻咽喉科 眼科・耳鼻咽喉科 330-0062 浦和区仲町1-1-6 048-822-2250 http://wakayama1914.byoinnavi.jp/

182 医療法人 鎌田医院
内科・消化器内科・肛門科・外科・
整形外科・神経内科

330-0064 浦和区岸町4-23-8 048-829-2077 http://www.kamata-iin.jp/pc/

183 医療法人彩美会 松本こどもクリニック 小児科・アレルギー科 336-0017 南区南浦和2-31-19植木ビル5F 048-813-8003 http://matsumoto-child.com/

184 康成クリニック 内科・循環器科・消化器科 336-0001 浦和区常盤9-4-8 048-835-3321

185 医療法人青木会 青木医院 整形外科・皮膚科・リハビリテーション科330-0064 浦和区岸町2-8-13 048-826-7080 http://aoki-iin.or.jp

186 医療法人智生会 イサオクリニック 精神科・神経精神科・心療内科 330-0074 浦和区北浦和4-3-10若松家ビル３Ｆ 048-834-0177 http://www.isao-clinic.jp/

187 医療法人社団豊栄会 ほしあい眼科 眼科・小児眼科 336-0963 緑区大字大門字内町4295 048-812-2266 http://hoshiai-ganka.com/

188 健生会 とね川医院 内科・消化器内科 330-0061 浦和区常盤6-11-7 048-824-7337

189 田中医院 内科一般・循環器科 336-0015 南区太田窪2923 048-882-5689 http://nttbj.itp.ne.jp/0488825689/

190 医療法人光友会 木村医院 内科・小児科 338-0837 桜区田島5-24-1 048-862-5500
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