
埼玉県さいたま市北区

医療機関名 歯 診療科 郵便番号 医療機関の住所 電話

医療法人社団秀雄会　アイ歯科クリニック 歯 歯科、矯正歯科、小児歯科 331-0825 埼玉県さいたま市北区櫛引町２－５７４－１　イオン大宮店２Ｆ 0120-617-018

あらい医院 泌尿器科、内科 331-0823 埼玉県さいたま市北区日進町2-1643-2 048-662-7317

イーエックスデンタルクリニック 歯 歯科、小児歯科、矯正歯科、口腔外科 331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町1-132-1　ステラロサビル101 048-651-8469

池部医院 内科 331-0822 埼玉県さいたま市北区奈良町３７－１１ 048-663-3841

いしかわキッズクリニック 小児科 331-0822 埼玉県さいたま市北区奈良町１１３－７ 048-652-8888

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

いわもと歯科クリニック 歯 一般歯科、口腔外科、矯正歯科、小児歯科 331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町３－８２４－１　宮原駅ビル２Ｆ 048-666-6480

大久保医院 内科、放射線科 331-0802 埼玉県さいたま市北区本郷町５０ 048-852-1580

医療法人社団桜樹会　大島クリニック 内科、消化器内科、外科 331-0802 埼玉県さいたま市北区本郷町５５８－１ 048-654-0053

おおなりクリニック 整形外科、内科、皮膚科 331-0814 埼玉県さいたま市北区東大成町１－５４７－２ 048-668-6177

おおなり歯科クリニック 歯 一般歯科、小児歯科、矯正歯科、口腔外科 331-0814 埼玉県さいたま市北区東大成町2-261-1 048-783-3351

医療法人社団光輝会　大原眼科 眼科 331-0823 埼玉県さいたま市北区日進町２－７５３－２ 048-652-0660

大宮すずのきクリニック 精神科 331-0814 埼玉県さいたま市北区東大成町２－２５１ 048-661-7885

医療法人ヘブロン会　大宮中央総合病院

内科・神経内科・呼吸器科・消化器科・循環器科・
小児科・外科・リウマチ膠原病内科・整形外科・
脳神経外科・皮膚科・泌尿器科・女性診療科・眼科・
耳鼻咽喉科・麻酔科・リハビリセンター・放射線科

331-8711 埼玉県さいたま市北区東大成町１－２２７ 048-663-2501

おかむら歯科医院 歯 歯科 331-0825 埼玉県さいたま市北区櫛引町2-111 048-669-3800

おかもと耳鼻咽喉科 耳鼻咽喉科 331-0823 埼玉県さいたま市北区日進町2-925-1　KTDビル3F 048-654-7557

小野整形外科皮膚科
整形外科、皮膚科、リハビリテーション科、
リウマチ科、内科

331-0811 埼玉県さいたま市北区吉野町１－３４０－３ 048-665-2900

おまた内科医院 内科、消化器内科 331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町１－４３５　かものみや医療モール内 048-667-1241

かずハートクリニック 循環器内科、外科 331-0823 埼玉県さいたま市北区日進町２－１０８２－３　スワンビル2階 048-653-7755

かものみやピッコロクリニック 小児科、アレルギー科 331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町１－４３５　かものみや医療モール内 048-783-3704

かわかみクリニック 消化器内科、内科、小児科 331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町４－１５－１０ 048-664-5725

医療法人輝翔会　河野医院 内科、小児科 331-0825 埼玉県さいたま市北区櫛引町２－９３７－１０ 048-663-6524

医療法人木根淵会　木根淵医院 皮膚科 331-0825 埼玉県さいたま市北区櫛引町２－３０８ 048-666-4775

医療法人秀螢会　木野産婦人科医院 産科、婦人科 331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町１－３３１－１ 048-651-2916

くぼうち内科クリニック 内科、循環器内科 331-0804 埼玉県さいたま市北区土呂町１－２６－３ 048-793-7768

医療法人緑潤会　小池内科クリニック 内科、小児科、胃腸科、アレルギー科 331-0804 埼玉県さいたま市北区土呂町２－２３－６ 048-662-8600

小杉ファミリークリニック 内科、小児科、循環器内科、消化器内科、アレルギー科 331-0801 埼玉県さいたま市北区今羽町２６ 048-652-2226

さいたま脳外科クリニック 脳神経外科 331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町１－３６５－１ 048-871-5170

独立行政法人地域医療機能推進機構
さいたま北部医療センター

内科、循環器内科、消化器内科、呼吸器内科、
腎臓内科、糖尿病内科、小児科、外科、整形外科、
皮膚科、泌尿器科、婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、
放射線科、麻酔科、歯科口腔外科、
リハビリテーション科

331-8625 埼玉県さいたま市北区宮原町1-851 048-653-7858

さいとう医院 循環器科、内科（腎臓内科） 331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町１－２１３－１ 048-662-0533

医療法人社団協友会
彩の国東大宮メディカルセンター

内科、循環器内科、消化器内科、呼吸器内科、
脳神経内科、腎臓内科、血液内科、糖尿病・代謝内科、
リウマチ・膠原病科、緩和ケア内科、外科、乳腺外科、
整形外科、脳神経外科、泌尿器科、形成外科、皮フ科、
眼科、耳鼻咽喉科、婦人科、救急科、放射線科、
リハビリ科、歯科口腔外科

331-8577 埼玉県さいたま市北区土呂町1522 048-665-6111

佐藤整形外科内科 整形外科、内科、リハビリテーション科 331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町2-18-15 048-665-9988

医療法人千秋会　里村医院 内科、小児科、皮膚科 331-0813 埼玉県さいたま市北区植竹町１丁目１５７番地 048-663-2158

医療法人　歯科ながしまクリニック 歯 一般歯科、小児歯科、インプラント 331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町１－１６９－３　第一川鍋ビル２Ｆ 048-652-4182

柴田整形外科医院 整形外科、リハビリテーション科、皮膚科 331-0813 埼玉県さいたま市北区植竹町１－７６５ 048-663-4338

耳鼻咽喉科　かわた医院 耳鼻咽喉科、アレルギー科 331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町４－１２３－５ 048-664-3387

医療法人　シマヅ内科医院 内科、消化器科 331-0814 埼玉県さいたま市北区東大成町２丁目７９番地２ 048-663-2944

しらかばクリニック 呼吸器内科、内科 331-0821 埼玉県さいたま市北区別所町５３－２ 048-668-1068

医療法人健英会　鈴木医院 内科、小児科、循環器内科、呼吸器内科、糖尿病内科 331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町２－２４－１ 048-664-5256

高橋クリニック 内科、循環器内科、呼吸器内科 331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町２－２２－１２ 048-662-2777

田口産婦人科内科 産婦人科、内科 331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町３－５２９－２　埼玉りそな銀行２Ｆ 048-661-7474

医療法人社団忠聖会　ただおクリニック 内科、消化器内科、外科 331-0822 埼玉県さいたま市北区奈良町１２４－１ 048-669-3402

田中内科小児科医院 内科、小児科 331-0804 埼玉県さいたま市北区土呂町1-23-4 048-663-3503

七夕通りクリニック 皮膚科、内科 331-0823 埼玉県さいたま市北区日進町２－８５３－２ 048-669-8877

つつじヶ丘公園西クリニック
内科、消化器内科、肛門外科、皮膚科、
美容皮膚科、アレルギー科

331-0811 埼玉県さいたま市北区吉野町２－１８９－９ 048-778-8057

医療法人光隼会　冨安医院 内科、リハビリテーション科 331-0823 埼玉県さいたま市北区日進町３－７６０－１ 048-662-6100

なかじま総合内科クリニック 一般内科、糖尿病内科、循環器内科 331-0814 埼玉県さいたま市北区東大成町２－３２２－２ 048-668-2030

なかむら耳鼻咽喉科クリニック 耳鼻咽喉科、アレルギー科 330-0846 埼玉県さいたま市北区土呂町２－１２－２０　コスモスクエア３階 048-663-3387

なのはな眼科 眼科 331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町３－５５８　第５シマ企画ビル３Ｆ 048-662-1100



日進クリニック 内科、アレルギー科、胃腸科 331-0823 埼玉県さいたま市北区日進町２－７７２ 048-661-9629

医療法人社団日進会　にっしん皮フ科・形成外科 皮膚科、形成外科 331-0823 埼玉県さいたま市北区日進町2-925-1　KTDビル2F 048-662-6789

医療法人　はすみ耳鼻咽喉科 耳鼻咽喉科 331-0802 埼玉県さいたま市北区本郷町143-2 048-856-9065

蓮見ペインクリニック医院 麻酔科、内科 331-0804 埼玉県さいたま市北区土呂町１－４７－１４ 048-662-0777

羽石耳鼻咽喉科 耳鼻咽喉科、アレルギー科 331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町１－４０８ 048-653-7500

浜野歯科医院 歯 一般歯科、小児歯科、矯正歯科 331-0805 埼玉県さいたま市北区盆栽町246 048-663-2649

医療法人　ひのき歯科 歯 歯科 331-0823 埼玉県さいたま市北区日進町２－１１０８－３ 048-651-8855

藤井内科医院 内科、消化器科 331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町４－１０８－１ 048-667-4500

細井クリニック 消化器科、内科、外科 331-0802 埼玉県さいたま市北区本郷町１５２ 048-663-7131

医秉会　本郷整形外科皮膚科 整形外科 331-0802 埼玉県さいたま市北区本郷町１０９６ 048-652-6415

医秉会　本郷脳神経外科 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

医療法人良裕会　松沢医院 消化器内科、外科、内科、肛門科、内視鏡科 331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町２－３６－１ 048-652-0002

医療法人社団法樹会　松田眼科クリニック 眼科 331-0804 埼玉県さいたま市北区土呂町１－１２－２　イントロビル２Ｆ 048-660-3773

勧修会　松田内科クリニック 内科 331-0804 埼玉県さいたま市北区土呂町１－１８－１９ 048-662-3330

松本医院 内科、小児科 331-0822 埼玉県さいたま市北区奈良町１６２－８ 048-652-3587

マンモエクサス　菅又クリニック 内科、胃腸科、外科、皮膚科 331-0823 埼玉県さいたま市北区日進町３－４３０－１ 048-669-1155

箕田医院 内科、小児科 331-0805 埼玉県さいたま市北区盆栽町２９０ 048-663-1208

みやざき皮フ科 皮膚科 331-0804 埼玉県さいたま市北区土呂町1-25-5 048-666-0863

医療法人社団明優会　宮原眼科医院 眼科 331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町３－４００－１ 048-665-0001

宮原キッズクリニック 小児科、アレルギー科 331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町１－１３－５ 048-653-9888

みやはら耳鼻咽喉科 耳鼻咽喉科 331-0823 埼玉県さいたま市北区日進町3-534-1 048-653-8733

医療法人社団晴和メディカル　宮原腎クリニック 人工透析科（内科） 331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町2-106-1 048-662-7500

医療法人北浜会　三好医院 内科、消化器科、小児科 331-0823 埼玉県さいたま市北区日進町２－１０８３ 048-663-1829

医療法人福慈会　夢眠クリニック大宮北 内科、神経内科、消化器内科、整形外科 331-0822 埼玉県さいたま市北区奈良町３２－６ 048-662-8100

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

山口メディカルクリニック 内科、循環器科、呼吸器科 331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町３－５５８　　第５シマ企画ビル３Ｆ－Ｅ 048-652-5006

医療法人博友会　友愛日進クリニック 内科、人工透析 331-0823 埼玉県さいたま市北区日進町２－１９１４－６ 048-663-8020

有隣医院 内科、消化器内科、小児科 331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町３－２２９ 048-664-5625

わかたび皮ふ科 皮膚科 331-0811 埼玉県さいたま市北区吉野町１－３８８－１４ 048-782-9872

渡辺医院 内科、小児科、消化器科 331-0804 埼玉県さいたま市北区土呂町２－２３－１４ 048-653-8612


