
さいたま市浦和区

医療機関名 診療科 郵便番号 医療機関の住所 電話

医療法人RDC　アール歯科クリニック 一般歯科、小児歯科、歯科口腔外科 330-0071 埼玉県さいたま市浦和区上木崎１－９－１９　ナビハウス１階 048-814-1884

青木内科クリニック 内科、リウマチ科 330-0072 埼玉県さいたま市浦和区領家２－９－１７ 048-886-5014

アキ循環器・血管外科クリニック 心臓血管外科、循環器科 330-0062 埼玉県さいたま市浦和区仲町１－６－６　うらわメディカルＢｌｄ４階 048-825-7777

医療法人社団怡謝堂　阿部クリニック 内科、消化器内科 330-0074 埼玉県さいたま市浦和区北浦和３－７－３ 048-833-3633

医療法人彩京会　Ａｙａデンタルオフィス 歯科、小児歯科、口腔外科、矯正歯科 330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂２－２－２０　Ｋビル４Ｆ 048-825-4618

ありま歯科医院 歯科、小児歯科、矯正歯科 330-0044 埼玉県さいたま市浦和区瀬ヶ崎３－１６－１ 048-886-2005

いいじまクリニック 内科、小児科、心療内科、耳鼻咽喉科 330-0052 埼玉県さいたま市浦和区本太５－４０－２２ 048-887-0126

智健会　イーストメディカルクリニック 内科、消化器内科 330-0055 埼玉県さいたま市浦和区東高砂町３－２　ハイフィールドビル４Ｆ 048-799-2211

石井医院 内科、循環器内科 330-0065 埼玉県さいたま市浦和区神明１－２２－６ 048-822-3491

医療法人社団すみれ会　石井クリニック 泌尿器科 330-0074 埼玉県さいたま市浦和区北浦和４－３－８　テックビル４Ｆ 048-833-0010

医療法人建元　いとう医院 皮膚科 330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂２－１０－１１ 048-822-9492

今泉皮ふ科医院 皮膚科 330-0043 埼玉県さいたま市浦和区大東３－３５－２２ 048-886-1191

岩﨑内科診療所 内科、糖尿病内科、内分泌代謝科 330-0064 埼玉県さいたま市浦和区岸町7-1-2 048-822-8557

医療生協さいたま　浦和民主診療所 内科 330-0074 埼玉県さいたま市浦和区北浦和５－１０－７ 048-832-6172

大岩歯科医院 歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外科 330-0073 埼玉県さいたま市浦和区元町３－３－９ 048-886-1817

医療法人　大谷内科胃腸科 内科、胃腸科 330-0056 埼玉県さいたま市浦和区東仲町３０－２０　東仲町ビル3Ｆ 048-883-1177

医療法人社団仁歯会　オリオン歯科 歯科、小児歯科、歯科口腔外科、矯正歯科 330-0071 埼玉県さいたま市浦和区上木崎４－９－１５　ヤオコー浦和上木崎店２階 048-832-4618

医療法人社団誠信会　かさい医院 内科、外科、消化器科 330-0075 埼玉県さいたま市浦和区針ヶ谷２丁目１４－３ 048-833-6226

産婦人科内科　加藤クリニック 産婦人科、内科 330-0053 埼玉県さいたま市浦和区前地２－３－１１ 048-882-0034

医療法人　川久保病院 整形外科、外科、内科、リハビリテーション科 330-0055 埼玉県さいたま市浦和区東高砂町２９番１８号 048-882-2916

恵生医院
外科、内科、胃腸内科、婦人科、小児科、肛門外科、

整形外科、リハビリテーション科
330-0071 埼玉県さいたま市浦和区上木崎４－８－１５ 048-824-7121

小谷野歯科 歯科 330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂１－１２－１　コルソ７Ｆ 048-824-5421

医療法人　権田医院 小児科 330-0074 埼玉県さいたま市浦和区北浦和２－１１－２３ 048-831-5427

ＪＣＨＯ　埼玉メディカルセンター

内科、腎センター、神経精神科、小児科、外科、

循環器内科、放射線科、乳腺外科、整形外科、

皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、

耳鼻咽喉科、形成外科、心療内科、麻酔科

330-0074 埼玉県さいたま市浦和区北浦和４－９－３ 048-832-4951

鹿田皮膚科クリニック 皮膚科 330-0056 埼玉県さいたま市浦和区東仲町３０－２０　東仲町ビル３Ｆ 048-883-8822

菅原歯科医院 一般歯科、口腔外科 330-0062 埼玉県さいたま市浦和区仲町２－１７－２ 048-747-6363

しぶや眼科クリニック 眼科 330-0071 埼玉県さいたま市浦和区上木崎２－３－２　上木崎メディカルビル１Ｆ 048-822-7000

医療法人　すがやハートクリニック 内科、循環器内科 330-0074 埼玉県さいたま市浦和区北浦和３－１１－１　第２北浦和メゾン１Ｆ 048-793-5766

杉山整形外科 整形外科 330-0044 埼玉県さいたま市浦和区瀬ヶ崎3-16-1 048-813-6262

医療法人社団　せがわ歯科医院 歯科、歯科口腔外科 330-0042 埼玉県さいたま市浦和区木崎２－３４－１１ 048-834-0118

関口歯科医院 歯科、小児歯科、矯正歯科、歯科口腔外科 330-0071 埼玉県さいたま市浦和区上木崎5-16-1 048-822-0118

医療法人翔和会　関耳鼻咽喉科医院 耳鼻咽喉科 330-0074 埼玉県さいたま市浦和区北浦和３－１－１７　安田ビル２Ｆ 048-824-3364

医療法人　髙田クリニック 産婦人科、乳腺外科 330-0061 埼玉県さいたま市浦和区常盤1-3-17 048-831-2023

医療法人容紘会　高梨医院 脳神経外科 330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂１－８－１０ 048-822-2220

高根沢歯科クリニック 一般歯科、小児歯科 330-0043 埼玉県さいたま市浦和区大東３－２３－３０ 048-886-8571

武田歯科医院 一般歯科 330-0071 埼玉県さいたま市浦和区上木崎１－１－５　霜田ビル２Ｆ 048-832-1523

谷本耳鼻咽喉科医院 耳鼻咽喉科、アレルギー科 330-0044 埼玉県さいたま市浦和区瀬ケ崎１－２０－４ 048-886-1575

医療法人社団幸誠会　たぼ歯科医院 一般歯科 330-0056 埼玉県さいたま市浦和区東仲町１１－５　ガーデンビル１階 048-711-8241

ティーエム歯科医院 歯科, 小児歯科, 歯科口腔外科 330-0061 埼玉県さいたま市浦和区常盤5-17-7　フォルム常盤1F 048-831-8826

デンタルクリニック・ヒロ 歯科 330-0071 埼玉県さいたま市浦和区上木崎２－７－１３　メディカルモール新都心３Ｆ－Ｇ 048-835-6480

医療法人　仲田内科 循環器内科、内科、呼吸器内科 330-0064 埼玉県さいたま市浦和区岸町４－２－１４ 048-827-2520

医療法人社団由和会　楢原医院 内科、小児科、循環器内科、糖尿病内科 330-0056 埼玉県さいたま市浦和区東仲町４－１７ 048-882-3779

にしむらこどもクリニック 小児科 330-0071 埼玉県さいたま市浦和区上木崎２－７－１３　メデイカルモール新都心１Ｆ 048-823-7795

医療法人社団憲優会　はーとふる歯科クリニック 一般歯科、口腔外科、小児歯科 330-0074 埼玉県さいたま市浦和区北浦和３－４－２　Ｍビル５Ｆ 048-834-2118

医療法人慈皓会　波多野歯科医院 一般歯科、口腔外科、小児歯科、矯正歯科 330-0062 埼玉県さいたま市浦和区仲町2-3-2 048-825-8020

馬場内科・消化器科クリニック 内科、消化器内科 330-0061 埼玉県さいたま市浦和区常盤１０－１０－１８　マスナガエン第５ビル２Ｆ 048-831-9938

ファミリークリニック 内科、小児科 330-0044 埼玉県さいたま市浦和区瀬ケ崎３－１６－１ 048-881-7424

フローラ歯科クリニック 一般歯科、小児歯科 330-0071 埼玉県さいたま市浦和区上木崎２－３－２　上木崎メディカルビル１０２ 048-827-2950

医療法人社団望星会　望星クリニック 泌尿器科、人工透析 330-0053 埼玉県さいたま市浦和区前地３－１７－３ 048-887-6691

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 埼玉県さいたま市浦和区北浦和4-1-11　　岩崎ビル1F 048-831-5750

ホワイトエッセンス浦和パルコデンタルクリニック 歯科 330-0055 埼玉県さいたま市浦和区東高砂町１１－１　浦和パルコ地下1階 0120-916-718

松田クリニック 内科、漢方診療 330-0061 埼玉県さいたま市浦和区常盤９－３２－１５　今井ビル３Ｆ 048-823-4651

医療法人　水谷医院 内科、消化器内科 330-0064 埼玉県さいたま市浦和区岸町６－３－１５ 048-822-3035

森山歯科クリニック 歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外科 330-0074 埼玉県さいたま市浦和区北浦和３－４－１４　名古谷ビル３Ｆ 048-832-1220

矢尾歯科医院 一般歯科 330-0071 埼玉県さいたま市浦和区上木崎２－２－１６ 048-825-2525



医療法人光清会　安田デンタルクリニック北浦和 歯科 330-0061 埼玉県さいたま市浦和区常盤９－３３－５ 048-711-3811

医療法人慧心会　安田内科クリニック 内科、呼吸器内科、アレルギー科 330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂２－２－２０　Ｋビル２Ｆ 048-835-2188

やまうちクリニック 内科、消化器内科 330-0071 埼玉県さいたま市浦和区上木崎２－７－１３　メディカルモール新都心２Ｆ 048-823-7800

やまだ内科クリニック 内科、消化器科、循環器科、呼吸器科 330-0071 埼玉県さいたま市浦和区上木崎２－３－２　上木崎メディカルビル３Ｆ 048-831-1511

吉井眼科クリニック 眼科 330-0071 埼玉県さいたま市浦和区上木崎２－７－１３　メディカルモール新都心３Ｆ 048-829-7910

医療法人平和会　吉沢医院 泌尿器科 330-0074 埼玉県さいたま市浦和区北浦和１－８－３ 048-881-4381

よしの歯科クリニック
一般歯科、歯周病（専門医）、小児歯科、

審美歯科、インプラント
330-0061 埼玉県さいたま市浦和区常盤10-10-14 048-789-6660

よしはら歯科クリニック 一般歯科 330-0074 埼玉県さいたま市浦和区北浦和１－１６－７ 048-885-4180

医療法人　わかば医院 内科、糖尿病内科、神経内科 330-0071 埼玉県さいたま市浦和区上木崎４－１１－２０ 048-831-9204

医療法人　わかば医院 歯科 330-0071 埼玉県さいたま市浦和区上木崎４－１１－２０ 048-831-9239


