
さいたま市大宮区

医療機関名 診療科 郵便番号 医療機関の住所 電話

あいあいクリニック 内科 330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町２－４－１４　堀口ビル３Ｆ 048-650-5005

アウリィ歯科クリニック 歯科 330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町１－１９３－１　大宮ＹＯＫＯビル３Ｆ 048-780-2272

秋山レディースクリニック 産婦人科 330-0852 埼玉県さいたま市大宮区大成町３－５４２ 048-663-0005

あづま皮膚科 皮膚科 330-0841 埼玉県さいたま市大宮区東町２－２０７　プランドールＯＭＩＹＡ１Ｆ 048-640-4100

有馬内科 内科、胃腸内科、肝臓内科 330-0856 埼玉県さいたま市大宮区三橋１－１５０４－２ 048-650-8018

飯島医院 内科、循環器科、小児科 330-0843 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町３丁目２８番地 048-641-7205

石田眼科医院 眼科 330-0843 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町１－８８ 048-641-0262

医療法人社団　今川皮膚科 皮膚科 330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町２－１７　小島ビル３階 048-644-8668

岩根医院 内科、糖尿病内科、内分泌内科 330-0851 埼玉県さいたま市大宮区櫛引町１ー８３４ 048-663-5981

医療法人社団　宇治病院 内科、外科、消化器科、整形外科、循環器内科、精神科 330-0802 埼玉県さいたま市大宮区宮町２丁目９０番地 048-641-8531

うわだいら歯科医院 歯科 330-0843 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町２－９５ 048-648-8148

医療法人社団アンジェリーク　エール歯科医院 一般歯科、口腔外科、小児歯科、矯正歯科 330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町２－５３０－２１　ハイツミカド１Ｆ 048-871-9674

医療法人COSMOS　大竹歯科クリニック 歯科、口腔外科 330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町2-297-1　桜ビル1F101 048-644-9922

医療法人智誠会　大成耳鼻咽喉科医院 耳鼻咽喉科 330-0856 埼玉県さいたま市大宮区三橋１－１３３９ 048-648-7233

医療法人晃仁会　大野眼科医院 眼科 330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町３－１０－５ 048-641-1151

おおの産婦人科・内科 産婦人科、内科 330-0841 埼玉県さいたま市大宮区東町２－５２ 048-641-3797

大原医院 産婦人科、神経内科、内科 330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町２－３－６９ 048-641-0470

大宮胃腸内科クリニック 胃腸内科、内科、外科 330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町２－２４－２ 048-658-1500

済安堂　大宮・井上眼科クリニック 眼科 330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町１－８－１　ベルヴュオフィス大宮３階 048-871-9711

医療法人　大宮エヴァグリーンクリニック 消化器科、外科、内科、泌尿器科、肛門科 330-0844 埼玉県さいたま市大宮区下町２－１６－１　アクロスビル３Ｆ 048-647-3203

おおみや形成・整形クリニック
形成外科、整形外科、リハビリテーション科、皮膚科、

美容整形、美容皮膚科
330-0804 埼玉県さいたま市大宮区堀の内町１－３３０　ハートフル大宮１０１ 048-642-5855

医療法人　大宮シティクリニック 循環器科、呼吸器科、糖尿病科、乳腺科 330-8669 埼玉県さいたま市大宮区桜木町１－７－５　ソニックシティビル３０階 048-645-1256

大宮静脈瘤クリニック 下肢静脈瘤 330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町２－４－１　大宮共同ビル２階 048-658-6008

医療法人社団双愛会　大宮双愛病院
内科、外科、小児科、整形外科、循環器内科、

腎臓・泌尿器科、胃腸内科、肛門外科、放射線科
330-0804 埼玉県さいたま市大宮区堀の内町2-160 048-643-1200

大宮内科クリニック
内科（生活習慣病）、

呼吸器科（睡眠時無呼吸症候群）
330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町４－２４１－１　ＡＲＡＩビル２Ｆ 048-650-2521

大宮西口駅前歯科 一般歯科 330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町２－２－２０　２Ｆ 048-782-8177

医療法人社団石川記念会　大宮西口クリニック 人工透析、内科 330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町２－３３５　イニシアコート大宮Ｅａｓｔ２階 048-648-6823

大宮西口皮フ科 皮膚科 330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町２－４－１０　アイダビル５Ｆ 048-642-3568

医療法人　大宮林医院 産婦人科 330-0852 埼玉県さいたま市大宮区大成町１－３３５ 048-663-0062

医療法人社団医凰会　大宮皮膚科クリニック 皮膚科、アレルギー科 330-0846 埼玉県さいたま市大宮区大門町１－１８　キムラヤビル５・６Ｆ 048-644-6616

大宮ファミリークリニック 内科 330-0842 埼玉県さいたま市大宮区浅間町１－１８８ 048-648-5578

大宮吉沢クリニック 内科、人工透析 330-0804 埼玉県さいたま市大宮区堀の内町１－１１７－４ 048-645-2371

医療法人地塩会　大宮レディスクリニック
婦人科（生殖医療、婦人科一般）、

泌尿器科（不妊治療）
330-8669 埼玉県さいたま市大宮区桜木町１－７－５　ソニックシティビル１４Ｆ 048-648-1657

加藤医院 内科、小児科 330-0851 埼玉県さいたま市大宮区櫛引町１－５１５ 048-663-6226

かねだクリニック 内科、外科、整形外科、皮膚科、肛門科 330-0856 埼玉県さいたま市大宮区三橋２－４８４ 048-625-7886

呉竹メディカルクリニック 内科、整形外科、皮膚科、婦人科、漢方内科 330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町１－１８５－１ 048-658-0100

心と体のクリニック 心療内科 330-0846 埼玉県さいたま市大宮区大門町２－１０８　永峰ビル４Ｆ 048-657-2100

小島医院 内科、呼吸器内科、小児科 330-0852 埼玉県さいたま市大宮区大成町１－１０９ 048-664-2587

さいき眼科 眼科 330-0804 埼玉県さいたま市大宮区堀の内町１－３３０ 048-783-5815

白報会　さいたま在宅診療所 内科、精神科、皮膚科、眼科、耳鼻科 330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町２－６０　仲町川鍋ビル２Ｆ 048-782-6231

さいたま新都心デンタルクリニック 一般歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外科 330-0843 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町４－２６１－１　キャピタルビル３Ｆ 048-600-1711

医療法人峯昭会　さいたまセントラルクリニック 内科、循環器科、脳神経外科、放射線科 330-0834 埼玉県さいたま市大宮区天沼町２－７５９　さいたまメディカルタウン３Ｆ 048-658-3741

阪歯科医院 歯科 330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町２－１８　湯沢ビル３Ｆ 048-641-0364

医療法人福井会　桜木皮膚科 皮膚科 330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町２－７－９　鍋島ビル２Ｆ 048-643-2850

佐藤内科外科医院 内科、外科 330-0834 埼玉県さいたま市大宮区天沼町１－１４７ 048-641-5257

じゅのう歯科クリニック 歯科、小児歯科、矯正歯科 330-0805 埼玉県さいたま市大宮区寿能町2-67-103 048-640-6480

医療法人社団順優会　順子デンタルクリニック 歯科 330-0851 埼玉県さいたま市大宮区櫛引町１－７３４　佐藤ビル１Ｆ 048-667-0835

新藤医院 内科、外科、皮膚科 330-0856 埼玉県さいたま市大宮区三橋４－８９０－１ 048-624-6233

新都心肛門クリニック 肛門科 330-0835 埼玉県さいたま市大宮区北袋町２－４０１－１ 048-793-5504

医療法人清流会　新都心小林クリニック 内科、外科、消化器科、肛門科 330-0843 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町４－２６２－８　プリムローズセキグチ２Ｆ 048-645-5884

新都心さいたまクリニック 整形外科、リハビリテーション科、内科、外科、皮膚科 330-0851 埼玉県さいたま市大宮区櫛引町１－８２４－１ 048-669-0389



新都心むさしのクリニック 乳腺外科、甲状腺科、婦人科、脳神経外科 330-0835 埼玉県さいたま市大宮区北袋町２－３８９－１ 048-783-3183

新都心レディースクリニック 外科（乳腺外科）、内科（甲状腺内科） 330-0843 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町４－２６１－１　キャピタルビル３Ｆ 048-600-1722

すずきファミリークリニック 内科、消化器内科、外科、小児外科 330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町４－９６８ 048-788-3476

すずひろクリニック 内科、リウマチ科、アレルギー科、皮膚科 330-0834 埼玉県さいたま市大宮区天沼町２－７５９　さいたまメディカルタウン２Ｆ 048-779-8575

医療法人慈健会　須田胃腸科外科医院 胃腸科、循環器内科、内科、外科、肛門科 330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町２－３４８ 048-664-0147

医療法人宮藤会　須藤整形外科 整形外科、リハビリテーション科、リウマチ科 330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町２－１８　ドクターハウス２Ｆ 048-641-0486

すなおクリニック 精神科、心療内科、内科 330-0846 埼玉県さいたま市大宮区大門町２－９４　福呂屋ビル４Ｆ 048-783-5607

スマイル矯正歯科 矯正歯科 330-0843 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町４－２６１－１　キャピタルビル３Ｆ 048-600-3771

関口医院 内科、麻酔科 330-0834 埼玉県さいたま市大宮区天沼町２－９４１－１ 048-641-2487

医療法人　せきクリニック 小児科、内科 330-0852 埼玉県さいたま市大宮区大成町３－２６０ 048-667-7300

医療法人社団双愛会　双愛クリニック 内科、外科、（※基本的に健康診断のみ実施） 330-0804 埼玉県さいたま市大宮区堀の内町２－１７３ 048-642-4130

ソニックシティ　本多歯科クリニック 歯科 330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町１－７－５　ソニックシティビル１４Ｆ 048-647-4113

高木歯科医院 歯科一般、口腔外科 330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-145 048-641-2415

たがみ耳鼻咽喉科 耳鼻咽喉科 330-0841 埼玉県さいたま市大宮区東町２－１７２ 048-641-2710

武井医院 内科、小児科 330-0804 埼玉県さいたま市大宮区堀の内町３－１６１－３ 048-641-5614

田中内科　大宮糖尿病クリニック 内科、糖尿病・内分泌・代謝内科 330-0846 埼玉県さいたま市大宮区大門町２－９４　福呂屋ビル５Ｆ 048-643-3333

谷口整形外科 整形外科、リハビリテーション科 330-0855 埼玉県さいたま市大宮区上小町８９４ 048-649-0789

田原整形外科医院 整形外科、リハビリテーション科 330-0841 埼玉県さいたま市大宮区東町１－２２３－４ 048-641-0633

塚原産婦人科医院 産婦人科、内科 330-0843 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町３－１５６ 048-641-0253

財団法人社団凌雲堂　寺師医院
内科、小児科、アレルギー科、呼吸器科、

消化器科、リウマチ科
330-0805 埼玉県さいたま市大宮区寿能町２丁目７２番地 048-641-6059

至誠堂　冨田病院 内科、精神科 330-0804 埼玉県さいたま市大宮区堀の内町２－５６４ 048-686-2251

医療法人　中山クリニック 循環器内科、糖尿病内科、内科、アレルギー科 330-0855 埼玉県さいたま市大宮区上小町６２５ 048-657-3500

鍋島歯科医院 歯科 330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町２－７－９ 048-642-3157

成田歯科医院 歯科 330-0843 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町１－９１ 048-641-1189

医療法人　にこにこ小児科医院 小児科、内科 330-0834 埼玉県さいたま市大宮区天沼町１－４２６－１ 048-645-1150

医療法人明浩会　西大宮病院

整形外科、内科、循環器科、眼科、外科、消化器科、

形成外科、美容外科、皮膚科、泌尿器科、

ペインクリニック（痛みの治療外来）、脳神経外科、

リハビリテーション科、麻酔科、リウマチ科、放射線科

330-0856 埼玉県さいたま市大宮区三橋１－１１７３ 048-644-0511

医療法人社団誠恵会　のなか内科　 内科、消化器内科、内視鏡内科、乳腺外科 330-0844 埼玉県さいたま市大宮区下町３－７－１　グランドミットタワーズ大宮スカイタワー１Ｆ 048-641-8777

ハート歯科クリニック 歯科、小児歯科、矯正歯科 330-0851 埼玉県さいたま市大宮区櫛引町１－３２２　メゾン・レジェ１Ｆ－Ａ 048-662-6486

医療法人　蓮見医院 外科、内科、胃腸科、泌尿器科 330-0846 埼玉県さいたま市大宮区大門町３－１０８－８ 048-641-0365

長谷川内科・循環器科医院 内科、循環器科 330-0844 埼玉県さいたま市大宮区下町２－６７ 048-643-2305

肌クリニック大宮 皮膚科、美容皮膚科、アレルギー科 330-9530 埼玉県さいたま市大宮区桜木町１－６－２　大宮そごう１２Ｆ 048-640-1012

医療法人慈皓会　波多野デンタルオフィス新都心 歯科、歯科口腔外科、小児歯科、矯正歯科 330-0843 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町４－２６３－８ 048-643-8020

林眼科医院 眼科 330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町２－２７３ 048-641-3378

医療法人誠光会  ひかりクリニック 内科、外科 330-0852 埼玉県さいたま市大宮区大成町３－３３９－２　光ビル２Ｆ 048-729-7070

氷川参道デンタルクリニック 一般歯科、口腔外科、小児歯科 330-0846 埼玉県さいたま市大宮区大門町３－５０　Ｖ．Ｉ．Ｐロイヤル氷川台２Ｆ－Ａ 048-788-2345

泌尿器科　ふくだクリニック 泌尿器科 330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町２－１８　ドクターハウス１Ｆ 048-640-1711

穂坂医院 内科、婦人科 330-0834 埼玉県さいたま市大宮区天沼町１丁目６３番地 048-641-2595

堀江歯科医院 一般歯科、小児歯科、矯正歯科 330-0844 埼玉県さいたま市大宮区下町２－５１－８　コーポＫＥＮ１Ｆ 048-657-3111

康佑会　堀の内整形外科クリニック 整形外科 330-0834 埼玉県さいたま市大宮区天沼町１－４５９－１ 048-645-8037

本田眼科 眼科 330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町２－３　大宮マルイ５階 048-657-8150

前川歯科医院 矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外科 330-0846 埼玉県さいたま市大宮区大門町３－１６３－２ 048-641-0277

医療法人　松崎クリニック アレルギー科、内科、リウマチ科、小児科、整形外科 330-0835 埼玉県さいたま市大宮区北袋町２－４００－２ 048-649-1188

医療法人松本彦三郎会　松本内科 内科、消化器内科、循環器内科、糖尿病内科、小児科 330-0804 埼玉県さいたま市大宮区堀の内町１－３３０　ハートフル大宮ビル１Ｆ 048-649-3533

水谷耳鼻咽喉科産婦人科クリニック 耳鼻咽喉科、産婦人科 330-0804 埼玉県さいたま市大宮区堀の内町１ー２１０ 048-645-3387

みたにクリニック 内科、神経内科 330-0801 埼玉県さいたま市大宮区土手町２－１－３　カオルビル１Ｆ 048-648-6551

道クリニック 産婦人科、内科 330-0802 埼玉県さいたま市大宮区宮町１－１５　大宮松屋ビル２Ｆ 048-646-4307

医療法人　ミツイ眼科医院 眼科 330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町２－７５　大宮フコク生命ビル２Ｆ 048-644-0031

三橋皮フ科クリニック 皮膚科 330-0856 埼玉県さいたま市大宮区三橋2-897-3 048-783-2746

優生会　みやた内科クリニック 内科、胃腸内科、リウマチ科 330-0856 埼玉県さいたま市大宮区三橋２－８７４－１ 048-640-7666

医療法人　宮町眼科医院 眼科 330-0802 埼玉県さいたま市大宮区宮町２－２８　あじせんビル５Ｆ 048-649-1231

明優会　宮原眼科大宮クリニック 眼科 330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町２－１－１　大宮アルシェ６Ｆ 048-641-6000

医療法人　みよしクリニック 胃腸科、外科 330-0852 埼玉県さいたま市大宮区大成町３－２４８－１ 048-653-7000

本橋医院 内科 330-0803 埼玉県さいたま市大宮区高鼻町３－５－１ 048-641-0903



医療法人社団心誠会　森歯科医院 一般歯科 330-0856 埼玉県さいたま市大宮区三橋２－４８８－３ 048-625-8241

森整形外科 整形外科、リウマチ科、リハビリテーション科 330-0852 埼玉県さいたま市大宮区大成町３－２４８－１　みよしビル２Ｆ 048-653-6600

山内クリニック 内科（甲状腺科） 330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町１－９－４　エクセレント大宮ビル１Ｆ 048-640-3000

医療法人博友会　友愛クリニック 内科、循環器科、人工透析 330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町１－３２１ 048-644-6071

医療法人博友会　友愛三橋クリニック 内科、人工透析 330-0856 埼玉県さいたま市大宮区三橋４－１３－２ 048-625-6115

医療法人社団　養明堂眼科医院 眼科 330-0802 埼玉県さいたま市大宮区宮町２－９ 048-644-0247

よしおか医院 内科、循環器内科 330-0851 埼玉県さいたま市大宮区櫛引町１－２６２－１ 048-783-3788

RYO DENTAL CLINIC 一般歯科 330-0846 埼玉県さいたま市大宮区大門町2-87　島村ビル3F 048-644-2543

智心会　渡辺メンタルクリニック 精神科、心療内科 330-0803 埼玉県さいたま市大宮区高鼻町１－３１－１　ＴＯＰＳ大宮ビルディング６Ｆ 048-647-2372


