
さいたま市見沼区

医療機関名 診療科 郵便番号 医療機関の住所 電話

アーバンふれあい歯科 歯科、小児歯科、矯正歯科 337-0003 埼玉県さいたま市見沼区深作３－２２－１３ 048-688-8710

青木内科・リハビリテーション科 糖尿病内科、内分泌代謝科 337-0051 埼玉県さいたま市見沼区東大宮５－３９－３　英和ビル３Ｆ 048-688-5000

あおばクリニック 内科、呼吸器内科、アレルギー科 337-0053 埼玉県さいたま市見沼区大和田１－１３４６－１ 048-767-6131

旭歯科医院 歯科 337-0053 埼玉県さいたま市見沼区大和田町１－１５５３－６ 048-684-8801

医療法人社団風和会　あらい整形外科 整形外科 337-0017 埼玉県さいたま市見沼区風渡野６２９－１ 048-687-8290

石井眼科クリニック 眼科 337-0053 埼玉県さいたま市見沼区大和田町１－１２９５ 048-689-0222

いしだ皮フ科 皮膚科、形成外科 337-0051 埼玉県さいたま市見沼区東大宮５－４１－１　ポケットパークイースト１０１ 048-687-4112

伊藤医院 内科、小児科 337-0042 埼玉県さいたま市見沼区南中野６２６－１１ 048-686-5588

宇井レディスクリニック 産婦人科 337-0033 埼玉県さいたま市見沼区御蔵７８９－１ 048-688-4622

医療法人財団新生会　大宮共立病院
内科、神経内科、精神科、リハビリテーション科、

皮膚科、歯科、口腔外科
337-0024 埼玉県さいたま市見沼区片柳１５５０番地 048-686-7151

医療法人社団輔仁会　大宮厚生病院 精神科 337-0024 埼玉県さいたま市見沼区片柳１番地 048-683-1861

医療法人社団Health&Smile　大宮歯科クリニック 歯科、口腔外科、小児歯科、矯正歯科、訪問歯科 337-0042 埼玉県さいたま市見沼区南中野422-1 048-812-5803

医療法人福栄会　大宮整形外科医院 整形外科、リハビリテーション科、リウマチ科 337-0016 埼玉県さいたま市見沼区東門前２７３－１ 048-685-5555

大宮七里眼科 眼科 337-0017 埼玉県さいたま市見沼区風渡野６７８－１ 048-686-7000

大谷クリニック 内科、外科 337-0014 埼玉県さいたま市見沼区大谷１４－１ 048-682-3333

おおやま歯科医院 一般歯科 337-0042 埼玉県さいたま市見沼区南中野２８７　ソレイユ南中野１０２ 048-686-4618

医療法人社団幸祥会　大和田整形外科
整形外科、麻酔科、リウマチ科、内科、

リハビリテーション科
337-0053 埼玉県さいたま市見沼区大和田町2-1284 048-688-5858

医療法人至裕会　押阪こどもクリニック 小児科 337-0042 埼玉県さいたま市見沼区南中野３－２５ 048-680-1936

小野田クリニック 内科、神経内科 337-0053 埼玉県さいたま市見沼区大和田町１－９３７－１ 048-812-7071

医療法人社団朋耀会　角田クリニック 内科、耳鼻咽喉科、人工透析 337-0015 埼玉県さいたま市見沼区蓮沼１０７９－３ 048-682-5511

門脇歯科医院 歯科、小児歯科 337-0052 埼玉県さいたま市見沼区堀崎町179　パークサイド堀崎103 048-688-8260

上山口ナオ歯科 歯科、小児歯科、矯正歯科 337-0044 埼玉県さいたま市見沼区上山口新田６９ 048-685-1489

けいあいファミリークリニック 小児科、内科、外科、小児外科 337-0042 埼玉県さいたま市見沼区南中野４２２－１ 048-685-1231

医療法人杏芯会　けやき歯科 歯科 337-0041 埼玉県さいたま市見沼区南中丸１０３２－５ 048-793-6060

小越医院 内科、小児科 337-0014 埼玉県さいたま市見沼区大谷１６８４番地 048-684-7167

小竹デンタルクリニック
一般歯科、小児歯科、矯正歯科、

インプラント、予防歯科、歯周病
337-0006 埼玉県さいたま市見沼区島町１－１１－１ 048-788-8841

医療法人献真会　彩企整形外科
整形外科、消化器内科、循環器内科、

リウマチ科、脳神経内科
337-0015 埼玉県さいたま市見沼区蓮沼５４９－３ 048-688-8121

医療法人一成会　さいたま記念病院

内科（循環器内科・呼吸器内科・糖尿病・

消化器内科・リウマチ・腎臓・血液）・

総合診療科・外科/消化器外科・整形外科・

脳神経外科・眼科・泌尿器科・耳鼻咽喉科・

皮膚科・リハビリ科

337-0012 埼玉県さいたま市見沼区東宮下西１９６ 048-686-3111

偕翔会　さいたまほのかクリニック 腎臓内科、糖尿病内科、血液透析 337-0017 埼玉県さいたま市見沼区風渡野２９－１ 048-681-6211

医療法人　さいはら内科 内科、循環器科 337-0053 埼玉県さいたま市見沼区大和田町２丁目１１９９－２ 048-688-7111

さぐち医院 内科、消化器内科、外科 337-0041 埼玉県さいたま市見沼区南中丸１０３２－１２ 048-681-5666

医療法人　さくらクリニック 内科、小児科 337-0051 埼玉県さいたま市見沼区東大宮２－５８－１０ 048-668-1222

さくら歯科クリニック 一般歯科、小児歯科、矯正歯科 337-0053 埼玉県さいたま市見沼区大和田町１－１３９５－１－１Ｆ 048-672-6100

医療法人　鹿田内科医院 内科 337-0052 埼玉県さいたま市見沼区堀崎町１６７８ 048-684-7586

しのづか歯科医院 一般歯科、小児歯科、口腔外科 337-0051 埼玉県さいたま市見沼区東大宮４丁目２１番５号　マミーマート東大宮店２Ｆ 048-654-6261

医療法人財団聖蹟会　聖蹟プライムクリニック 内科、外科、消化器科、循環器科 337-0002 埼玉県さいたま市見沼区春野２－１０－２５　聖蹟プライムコート１Ｆ 048-682-6622

康潤会　センチュリーシティ内科クリニック 内科、アレルギー科、糖尿病内科 337-0053 埼玉県さいたま市見沼区大和田町１－１２７５ 048-684-8822

高田医院 内科、循環器内科 337-0051 埼玉県さいたま市見沼区東大宮４－３１－４ 048-663-6122

髙田歯科クリニック 歯科、矯正歯科、歯科口腔外科 337-0051 埼玉県さいたま市見沼区東大宮４－８－５－１Ｆ 048-778-7948

たかむらクリニック 内科、消化器内科、内視鏡内科 337-0016 埼玉県さいたま市見沼区東門前２６－５ 048-680-1177

高山歯科医院 一般歯科 337-0043 埼玉県さいたま市見沼区中川９６３－６ 048-686-2138

タキザワデンタルクリニック 一般歯科、小児歯科、矯正歯科、歯科口腔外科 337-0024 埼玉県さいたま市見沼区片柳４１２－３ 048-688-3066

つばき耳鼻咽喉科 耳鼻咽喉科 337-0053 埼玉県さいたま市見沼区大和田町１－９５９－２ 048-685-8313

医療法人社団風凛香　つばさクリニック 内科、消化器内科 337-0016 埼玉県さいたま市見沼区東門前４３－１ 048-682-2839

鶴岡医院 内科、小児科 337-0033 埼玉県さいたま市見沼区御蔵５０４－１ 048-685-3741

鶴岡歯科医院 歯科、小児歯科 337-0033 埼玉県さいたま市見沼区御蔵５０４－７ 048-684-1811

Ｔ＆Ｔ歯科・矯正歯科クリニック 歯科、矯正歯科、小児歯科 337-0041 埼玉県さいたま市見沼区南中丸５４６－１ 048-796-0141

医療法人仙丹会　冨田クリニック 内科、外科、消化器内科、循環器内科、泌尿器科 337-0043 埼玉県さいたま市見沼区中川１０２３ 048-680-2311

とよだ医院 内科 337-0051 埼玉県さいたま市見沼区東大宮６－３６－１　ＭＧプラザ１階 048-682-7670

医療法人共育会　中里小児科 小児科 337-0051 埼玉県さいたま市見沼区東大宮６－２２－６ 048-683-8488

医療法人晴和会 中村医院 内科, 神経内科, 小児科 337-0051 埼玉県さいたま市見沼区東大宮7-73-2 048-687-2455

なかむら歯科医院 歯科 337-0014 埼玉県さいたま市見沼区大谷八石１８９４－１ 048-812-8952

七里産婦人科医院 産婦人科 337-0017 埼玉県さいたま市見沼区風渡野２７１ 048-685-5566



南斗クリニック 内科、腎臓内科 337-0042 埼玉県さいたま市見沼区南中野８６０－１ 048-884-9919

のいり眼科クリニック 眼科 337-0051 埼玉県さいたま市見沼区東大宮６－９－１ 048-688-7575

医療法人社団眞秀会　ハートの森クリニック 内科、整形外科 337-0051 埼玉県さいたま市見沼区東大宮２－３５－３ 048-664-8828

羽鳥歯科医院 歯科 337-0053 埼玉県さいたま市見沼区大和田町2-1316-1 048-683-6381

早川医院 内科、小児科、眼科 337-0042 埼玉県さいたま市見沼区南中野９０－３ 048-685-7757

葉山眼科クリニック 眼科 337-0051 埼玉県さいたま市見沼区東大宮５－１－２ 048-687-1081

医療法人社団医凰会　春野クリニック 内科、小児科、皮フ科 337-0003 埼玉県さいたま市見沼区深作3-40-5 048-680-1122

ハレノテラスすこやか内科クリニック 内科、血液内科 337-0006 埼玉県さいたま市見沼区島町393 ハレノテラスC棟2階 048-748-5307

はんがい眼科 眼科 337-0041 埼玉県さいたま市見沼区南中丸６８０ 048-681-0101

医療法人　半田耳鼻咽喉科医院 耳鼻咽喉科 337-0051 埼玉県さいたま市見沼区東大宮２－１－１０ 048-663-7316

東大宮内科クリニック 内科、呼吸器内科、アレルギー科 337-0051 埼玉県さいたま市見沼区東大宮５－５３－３ 048-681-7788

東大宮メンタルクリニック 精神科 337-0051 埼玉県さいたま市見沼区東大宮４－１８－８　新井ビル３Ｆ 048-662-7210

医療法人社団幸祥会　東整形外科
整形外科、麻酔科、リウマチ科、脳神経外科、

形成外科、内科、リハビリテーション科、在宅診療
337-0051 埼玉県さいたま市見沼区東大宮５－３４－２５ 048-682-1010

膝子つのい歯科医院 一般歯科 337-0021 埼玉県さいたま市見沼区膝子７４９ 048-686-9739

ひまわり歯科 歯科 337-0042 埼玉県さいたま市見沼区南中野２７５－１ 048-884-0919

医療法人社団博弘会　ひろクリニック 内科 337-0051 埼玉県さいたま市見沼区東大宮５－３９－３　英和ビル５階 048-812-5961

深田歯科医院 歯科 337-0042 埼玉県さいたま市見沼区南中野８６－７ 048-683-4025

堀崎弘恵診療所 内科、循環器内科、胃腸科 337-0052 埼玉県さいたま市見沼区堀崎町564-3 048-683-1114

医療法人社団誠歯会　マスダ歯科医院 歯科、口腔外科、矯正歯科 337-0051 埼玉県さいたま市見沼区東大宮5-35-18 048-686-0088

医療法人社団博翠会　みさわクリニック 内科、外科、胃腸科、皮膚科、肛門科 337-0051 埼玉県さいたま市見沼区東大宮４－２－２　ロマーナ伍番館１Ｆ 048-662-3305

南中野整形外科クリニック 整形外科、リウマチ科 337-0042 埼玉県さいたま市見沼区南中野600-2 048-688-6060

みなみなかのたけのこ耳鼻咽喉科 耳鼻咽喉科 337-0042 埼玉県さいたま市見沼区南中野422-1 048-685-3387

南中丸クリニック 内科、糖尿病内科 337-0041 埼玉県さいたま市見沼区南中丸１０７８－３ 048-685-5011

村井クリニック 外科、胃腸科 337-0051 埼玉県さいたま市見沼区東大宮５－２７－６ 048-686-2300

瑛清会　もちづき歯科医院 歯科、矯正歯科、歯科口腔外科 337-0008 埼玉県さいたま市見沼区春岡２－３９－９ 048-687-6480

医療法人社団　桃木内科クリニック 内科 337-0051 埼玉県さいたま市見沼区東大宮４－４７－８ 048-661-1032

森田クリニック 総合内科、感染症内科 337-0051 埼玉県さいたま市見沼区東大宮２－２４－５ 048-654-7770

森本医院 内科、小児科、胃腸科、皮膚科 337-0003 埼玉県さいたま市見沼区深作３－２５－１６ 048-685-5922

安冨医院 内科、外科、アレルギー科、呼吸器科 337-0017 埼玉県さいたま市見沼区風渡野３２２－２２ 048-683-4486

医療法人博友会　友愛中川クリニック 内科、血液透析 337-0043 埼玉県さいたま市見沼区南中丸６２３－２ 048-689-0211

ゆうこ内科クリニック 内科、消化器内科、内視鏡内科 337-0051 埼玉県さいたま市見沼区東大宮４－２５－１ 048-654-8888

よしかわ歯科医院 歯科 337-0053 埼玉県さいたま市見沼区大和田町１－１３６８ 048-688-2832

医療法人隆聖会　吉見歯科・口腔外科クリニック 歯科、小児歯科、口腔外科、矯正歯科 337-0017 埼玉県さいたま市見沼区風渡野５８２－３ 048-688-9900

医療法人社団笑仁会　和田クリニック 内科、循環器内科、小児科 337-0051 埼玉県さいたま市見沼区東大宮3-2-22 048-663-1000


