
身体障害者福祉法第15条指定医師一覧【令和５年５月１日現在】

No 医療機関名 医師名 管理区
医療機関郵

便番号
医療機関住所 指定区分 診療科目

1 須賀医院 須賀 幾 西区 331-0054 さいたま市西区島根４８４－２ 心臓機能障害 循環器科

2
さいたま市総合療育センターひまわ

り学園
北原 久枝 西区 331-0052 さいたま市西区三橋６－１５８７ 肢体不自由 小児科

3
さいたま市総合療育センターひまわ

り学園
後藤 珠子 西区 331-0052 さいたま市西区三橋６－１５８７ 肢体不自由 小児科

4
さいたま市総合療育センターひまわ

り学園
後藤 晴美 西区 331-0052 さいたま市西区三橋６－１５８７ 肢体不自由 小児科

5
さいたま市総合療育センターひまわ

り学園
藤野 玲子 西区 331-0052 さいたま市西区三橋６－１５８７ 肢体不自由 小児科

6
さいたま市総合療育センターひまわ

り学園
田内 光 西区 331-0052 さいたま市西区三橋６－１５８７

聴覚障害、平衡機能障

害、音声・言語機能障

害、そしゃく機能障害

耳鼻咽喉科

7
さいたま市総合療育センターひまわ

り学園
谷口 周平 西区 331-0052 さいたま市西区三橋６－１５８７ 肢体不自由 小児科

8
さいたま市総合療育センターひまわ

り学園
和田 彩子 西区 331-0052 さいたま市西区三橋６－１５８７ 肢体不自由 リハビリテーション科

9 指扇駅前はやし眼科クリニック 渡邉 真紀子 西区 331-0074
さいたま市西区大字宝来１７２２－

３
視覚障害 眼科

10
社会医療法人 さいたま市民医療セ

ンター
小林 裕 西区 331-0054 さいたま市西区大字島根２９９－１

ぼうこう又は直腸機能障

害
泌尿器科

11
社会医療法人 さいたま市民医療セ

ンター
百村 伸一 西区 331-0054 さいたま市西区大字島根２９９－１ 心臓機能障害 循環器科

12
社会医療法人 さいたま市民医療セ

ンター
石上 浩庸 西区 331-0054 さいたま市西区大字島根２９９－１ 肢体不自由 整形外科

13
社会医療法人 さいたま市民医療セ

ンター
井野 隆史 西区 331-0054 さいたま市西区大字島根２９９－１ 心臓機能障害 心臓血管外科

14
社会医療法人 さいたま市民医療セ

ンター
北見 翼 西区 331-0054 さいたま市西区大字島根２９９－１ 心臓機能障害 内科

15
社会医療法人 さいたま市民医療セ

ンター
塩谷 猛 西区 331-0054 さいたま市西区大字島根２９９－１

ぼうこう又は直腸機能障

害
外科

16
社会医療法人 さいたま市民医療セ

ンター
渋谷 肇 西区 331-0054 さいたま市西区大字島根２９９－１

ぼうこう又は直腸機能障

害
外科

17
社会医療法人 さいたま市民医療セ

ンター
島村 知仁 西区 331-0054 さいたま市西区大字島根２９９－１ 肢体不自由 脳神経外科

18
社会医療法人 さいたま市民医療セ

ンター
山田 太郎 西区 331-0054 さいたま市西区大字島根２９９－１

ぼうこう又は直腸機能障

害
外科

19
社会医療法人 さいたま市民医療セ

ンター
中村 智弘 西区 331-0054 さいたま市西区大字島根２９９－１ 心臓機能障害 循環器科
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20
社会医療法人 さいたま市民医療セ

ンター
渡邉 善正 西区 331-0054 さいたま市西区大字島根２９９－１

ぼうこう又は直腸機能障

害
外科

21
社会医療法人 さいたま市民医療セ

ンター
宮澤 晴久 西区 331-0054 さいたま市西区大字島根２９９－１ じん臓機能障害 腎臓内科

22
社会医療法人 さいたま市民医療セ

ンター
林 伸好 西区 331-0054 さいたま市西区大字島根２９９－１ 呼吸器機能障害 内科

23
社会医療法人 さいたま市民医療セ

ンター
山中 由里香 西区 331-0054 さいたま市西区大字島根２９９－１

聴覚障害、平衡機能障

害、音声・言語機能障

害、そしゃく機能障害

耳鼻咽喉科

24 さいたま新開橋クリニック 佐藤 知行 西区 331-0046 さいたま市西区宮前町４０８－１
ぼうこう又は直腸機能障

害
外科

25 （医）三慶会 指扇病院 岩瀬 則之 西区 331-0072 さいたま市西区宝来１２９５－１ 呼吸器機能障害 内科

26 （医）三慶会 指扇病院 岡野 隆 西区 331-0072 さいたま市西区宝来１２９５－１
ぼうこう又は直腸機能障

害
外科

27 （医）三慶会 指扇病院 日下部 伸三 西区 331-0072 さいたま市西区宝来１２９５－１ 肢体不自由 整形外科

28 （医）三慶会 指扇病院 飯田 裕 西区 331-0072 さいたま市西区宝来１２９５－１
音声・言語機能障害、そ

しゃく機能障害
整形外科

29 （医）三慶会 指扇病院 飯田 裕 西区 331-0072 さいたま市西区宝来１２９５－１ 肢体不自由 整形外科

30 （医）三慶会 指扇病院 合津 和央 西区 331-0072 さいたま市西区宝来１２９５－１
聴覚障害、平衡機能障

害、音声・言語機能障害
耳鼻咽喉科

31 （医）三慶会 指扇病院 中村 玲 西区 331-0072 さいたま市西区宝来１２９５－１ じん臓機能障害 内科

32 （医）三慶会 指扇病院 望月 英隆 西区 331-0072 さいたま市西区宝来１２９５－１
ぼうこう又は直腸機能障

害
外科

33 （医）三慶会 指扇病院 望月 英隆 西区 331-0072 さいたま市西区宝来１２９５－１ 小腸機能障害 外科

34 （医）佳美会 むらたクリニック 村田 佳太郎 西区 331-0045 さいたま市西区内野本郷４４８－１ 肢体不自由 整形外科

35 湯澤整形外科リハビリクリニック 湯澤 久徳 西区 331-0061 さいたま市西区西遊馬１番地 肢体不自由 整形外科

36 医）ヘブロン会 大宮中央総合病院 神戸 知充 北区 331-8711 さいたま市北区東大成町１－２２７
ぼうこう又は直腸機能障

害
外科

37 医）ヘブロン会 大宮中央総合病院 神戸 成美 北区 331-8711 さいたま市北区東大成町１－２２７ 心臓機能障害 内科

38 医）ヘブロン会 大宮中央総合病院 神戸 成美 北区 331-8711 さいたま市北区東大成町１－２２７ じん臓機能障害 内科
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39 医）ヘブロン会 大宮中央総合病院 神戸 成美 北区 331-8711 さいたま市北区東大成町１－２２７ 呼吸器機能障害 内科

40 医）ヘブロン会 大宮中央総合病院 瀧澤 英夫 北区 331-8711 さいたま市北区東大成町１－２２７ 肢体不自由 内科

41 医）ヘブロン会 大宮中央総合病院 富山 俊一 北区 331-8711 さいたま市北区東大成町１－２２７
聴覚障害、平衡機能障

害、音声・言語機能障害
耳鼻咽喉科

42 医）ヘブロン会 大宮中央総合病院 森 秀暁 北区 331-8711 さいたま市北区東大成町１－２２７ 心臓機能障害 心臓血管外科

43 医）ヘブロン会 大宮中央総合病院 生天目 安英 北区 331-8711 さいたま市北区東大成町１－２２７ 心臓機能障害 循環器内科

44 松沢医院 松沢 良和 北区 331-0812 さいたま市北区宮原町２－３６－１ 肝臓機能障害 消化器内科

45 松沢医院 中島 嘉之 北区 331-0812 さいたま市北区宮原町２－３６－１ 肝臓機能障害 消化器内科

46 増田外科医院 菊田 一貴 北区 331-0812
さいたま市北区宮原町４丁目３９番

地５
肢体不自由 整形外科

47 （医）光輝会 大原眼科 大原 輝幸 北区 331-0823
さいたま市北区日進町２－７５３－

２
視覚障害 眼科

48 （医）光輝会 大原眼科 澁谷 伸二郎 北区 331-0823
さいたま市北区日進町２－７５３－

２
視覚障害 眼科

49 三好医院 吉田 行雄 北区 331-0823 さいたま市北区日進町２－１０８３ 小腸機能障害 消化器科

50 三好医院 三好 和夫 北区 331-0823 さいたま市北区日進町２－１０８３ 肝臓機能障害 内科

51 渡辺医院 渡邉 修明 北区 331-0804
さいたま市北区土呂町２－２３－１

４
肢体不自由 内科

52 しらかばクリニック 小笠原 秀人 北区 331-0821 さいたま市北区別所町５３－２ 呼吸器機能障害 呼吸器科・内科

53 耳鼻咽喉科 かわた医院 川田 一哉 北区 331-0812
さいたま市北区宮原町４－１２３－

５

聴覚障害、平衡機能障

害、音声・言語機能障

害、そしゃく機能障害

耳鼻咽喉科

54 高橋クリニック 高橋 一哲 北区 331-0812
さいたま市北区宮原町２－２２－１

２
心臓機能障害 循環器科

55 山口メディカルクリニック 山口 浩史 北区 331-0812
さいたま市北区宮原町３－５５８

３Ｆ－Ｅ
心臓機能障害 内科

56 おかもと耳鼻咽喉科 岡本 孝 北区 331-0823
さいたま市北区日進町２－９２５－

１ ＫＴＤビル３階
聴覚障害 耳鼻咽喉科

57 鈴木医院 鈴木 英彦 北区 331-0812 さいたま市北区宮原町２－２４－１ 心臓機能障害 内科
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58 鈴木医院 鈴木 英彦 北区 331-0812 さいたま市北区宮原町２－２４－１ 呼吸器機能障害 内科

59 小野整形外科皮膚科 小野 陽二郎 北区 331-0811
さいたま市北区吉野町１－３４０－

３
肢体不自由 整形外科

60 柴田整形外科医院 柴田 理 北区 331-0813 さいたま市北区植竹町１－７６５ 肢体不自由 整形外科

61 くぼうち内科クリニック 窪内 洋一 北区 331-0806 さいたま市北区土呂町１－２６－３ 心臓機能障害 内科

62 医療法人社団明優会 宮原眼科医院 成瀬 才源 北区 331-0812
さいたま市北区宮原町３－４００－

１
視覚障害 眼科

63 医療法人社団明優会 宮原眼科医院 島田 宏之 北区 331-0812
さいたま市北区宮原町３－４００－

１
視覚障害 眼科

64 さいとう医院 斎藤 和昭 北区 331-0812
さいたま市北区宮原町１－２１３－

１
心臓機能障害 循環器科・内科

65 さいたま脳外科クリニック 金沢 奉均 北区 331-0812
さいたま市北区宮原町１丁目３６５

番地１
肢体不自由 脳神経外科

66 （医）博友会 友愛日進クリニック 黒川 仁 北区 331-0823
さいたま市北区日進町２－１９１４

－６
じん臓機能障害 内科

67 むらのひがしクリニック 村岡 督 北区 331-0815
さいたま市北区大成町４－３１８－

３
視覚障害 眼科

68
医療法人社団協友会 彩の国東大宮

メディカルセンター
飯泉 達夫 北区 331-8577 さいたま市北区土呂町１５２２ じん臓機能障害 泌尿器科

69
医療法人社団協友会 彩の国東大宮

メディカルセンター
飯泉 達夫 北区 331-8577 さいたま市北区土呂町１５２２

ぼうこう又は直腸機能障

害
泌尿器科

70
医療法人社団協友会 彩の国東大宮

メディカルセンター
大谷 和雄 北区 331-8577 さいたま市北区土呂町１５２２ 肢体不自由 整形外科

71
医療法人社団協友会 彩の国東大宮

メディカルセンター
岡田 栄子 北区 331-8577 さいたま市北区土呂町１５２２ じん臓機能障害 泌尿器科

72
医療法人社団協友会 彩の国東大宮

メディカルセンター
岡田 恒作 北区 331-8577 さいたま市北区土呂町１５２２ 肢体不自由 整形外科

73
医療法人社団協友会 彩の国東大宮

メディカルセンター
高木 賢治 北区 331-8577 さいたま市北区土呂町１５２２ 肢体不自由 リウマチ科

74
医療法人社団協友会 彩の国東大宮

メディカルセンター
松岡 浩 北区 331-8577 さいたま市北区土呂町１５２２ 肢体不自由 リウマチ・膠原病科

75
医療法人社団協友会 彩の国東大宮

メディカルセンター
大森 義男 北区 331-8577 さいたま市北区土呂町１５２２ 肢体不自由 脳神経外科

76
医療法人社団協友会 彩の国東大宮

メディカルセンター
市原 広太郎 北区 331-8577 さいたま市北区土呂町１５２２ 肝臓機能障害 内科
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77
医療法人社団協友会 彩の国東大宮

メディカルセンター
⾧田 秀夫 北区 331-8577 さいたま市北区土呂町１５２２ 肢体不自由 脳神経外科

78
医療法人社団協友会 彩の国東大宮

メディカルセンター
田中 夏世 北区 331-8577 さいたま市北区土呂町１５２２ 視覚障害 眼科

79
医療法人社団協友会 彩の国東大宮

メディカルセンター
肥田 修 北区 331-8577 さいたま市北区土呂町１５２２

聴覚障害、平衡機能障

害、音声・言語機能障

害、そしゃく機能障害

耳鼻咽喉科

80
医療法人社団協友会 彩の国東大宮

メディカルセンター
吉田 理 北区 331-8577 さいたま市北区土呂町１５２２ 肢体不自由 整形外科

81
医療法人社団協友会 彩の国東大宮

メディカルセンター
米本 直史 北区 331-8577 さいたま市北区土呂町１５２２ 肢体不自由 整形外科

82
医療法人社団協友会 彩の国東大宮

メディカルセンター
岡島 清貴 北区 331-8577 さいたま市北区土呂町１５２２ 心臓機能障害 循環器内科

83
医療法人社団協友会 彩の国東大宮

メディカルセンター
下倉 和修 北区 331-8577 さいたま市北区土呂町１５２２ 心臓機能障害 循環器内科

84
医療法人社団協友会 彩の国東大宮

メディカルセンター
菊池 朋子 北区 331-8577 さいたま市北区土呂町１５２２ 心臓機能障害 循環器内科

85
医療法人社団協友会 彩の国東大宮

メディカルセンター
松田 晶子 北区 331-8577 さいたま市北区土呂町１５２２ 心臓機能障害 循環器内科

86
医療法人社団協友会 彩の国東大宮

メディカルセンター
佐藤 克彦 北区 331-8577 さいたま市北区土呂町１５２２

ぼうこう又は直腸機能障

害
泌尿器科

87
医療法人社団協友会 彩の国東大宮

メディカルセンター
伊藤 亜希子 北区 331-8577 さいたま市北区土呂町１５２２

ぼうこう又は直腸機能障

害
泌尿器科

88
医療法人社団協友会 彩の国東大宮

メディカルセンター
浦辻 洋平 北区 331-8577 さいたま市北区土呂町１５２２ じん臓機能障害 腎臓内科

89
医療法人社団協友会 彩の国東大宮

メディカルセンター
後藤 昌三 北区 331-8577 さいたま市北区土呂町１５２２ 肢体不自由 脳神経外科

90
医療法人社団協友会 彩の国東大宮

メディカルセンター
森岡 暁子 北区 331-8577 さいたま市北区土呂町１５２２ 肢体不自由 脳神経外科

91
医療法人社団協友会 彩の国東大宮

メディカルセンター
山本 有祐 北区 331-8577 さいたま市北区土呂町１５２２

音声・言語機能障害、そ

しゃく機能障害
形成外科

92
医療法人社団協友会 彩の国東大宮

メディカルセンター
山本 有祐 北区 331-8577 さいたま市北区土呂町１５２２ 肢体不自由 形成外科

93
医療法人社団協友会 彩の国東大宮

メディカルセンター
石川 英樹 北区 331-8577 さいたま市北区土呂町１５２２

ぼうこう又は直腸機能障

害
外科

94
医療法人社団協友会 彩の国東大宮

メディカルセンター
松澤 宏和 北区 331-8577 さいたま市北区土呂町１５２２

ぼうこう又は直腸機能障

害
外科

95 なかむら耳鼻咽喉科クリニック 中村 真美子 北区 331-0804
さいたま市北区土呂町２－１２－２

０ コスモスクエア３階

聴覚障害、平衡機能障

害、音声・言語機能障

害、そしゃく機能障害

耳鼻咽喉科
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96 みやはら耳鼻咽喉科 高橋 直人 北区 331-0823
さいたま市北区日進町３－５３４－

１

聴覚障害、平衡機能障

害、音声・言語機能障

害、そしゃく機能障害

耳鼻咽喉科

97
（独）地域医療機能推進機構さいた

ま北部医療センター
小池 信行 北区 331-8625

さいたま市北区宮原町１丁目８５１

番地
視覚障害 眼科

98
（独）地域医療機能推進機構さいた

ま北部医療センター
丹治 英明 北区 331-8625

さいたま市北区宮原町１丁目８５１

番地
肢体不自由 内科

99
（独）地域医療機能推進機構さいた

ま北部医療センター
中條 洋 北区 331-8625

さいたま市北区宮原町１丁目８５１

番地

ぼうこう又は直腸機能障

害
泌尿器科

100
（独）地域医療機能推進機構さいた

ま北部医療センター
森田 和子 北区 331-8625

さいたま市北区宮原町１丁目８５１

番地
呼吸器機能障害 呼吸器内科

101
（独）地域医療機能推進機構さいた

ま北部医療センター
菅原 養厚 北区 331-8625

さいたま市北区宮原町１丁目８５１

番地
心臓機能障害 内科

102
（独）地域医療機能推進機構さいた

ま北部医療センター
森 穂波 北区 331-8625

さいたま市北区宮原町１丁目８５１

番地
じん臓機能障害 腎臓科

103
（独）地域医療機能推進機構さいた

ま北部医療センター
植松 武史 北区 331-8625

さいたま市北区宮原町１丁目８５１

番地
肝臓機能障害 外科

104
（独）地域医療機能推進機構さいた

ま北部医療センター
神宮 和彦 北区 331-8625

さいたま市北区宮原町１丁目８５１

番地

ぼうこう又は直腸機能障

害
外科

105
（独）地域医療機能推進機構さいた

ま北部医療センター
塩川 洋之 北区 331-8625

さいたま市北区宮原町１丁目８５１

番地

ぼうこう又は直腸機能障

害
外科

106
（独）地域医療機能推進機構さいた

ま北部医療センター
吉田 奈々絵 北区 331-8625

さいたま市北区宮原町１丁目８５１

番地
心臓機能障害 循環器内科

107
（独）地域医療機能推進機構さいた

ま北部医療センター
飯塚 秀樹 北区 331-8625

さいたま市北区宮原町１丁目８５１

番地
肢体不自由 整形外科

108
（独）地域医療機能推進機構さいた

ま北部医療センター
前田 重孝 北区 331-8625

さいたま市北区宮原町１丁目８５１

番地

ぼうこう又は直腸機能障

害
泌尿器科

109
（独）地域医療機能推進機構さいた

ま北部医療センター
田中 伸哉 北区 331-8625

さいたま市北区宮原町１丁目８５１

番地
肢体不自由 整形外科

110 しもかわ眼科クリニック 下川 良一 北区 331-0812
さいたま市北区宮原町１丁目４３５

３号室
視覚障害 眼科

111
医療法人 彩瑛会 かものみや整形

外科
末原 義之 北区 331-0812

さいたま市北区宮原町１－４３３－

１
肢体不自由 整形外科

112 羽石耳鼻咽喉科 近藤 麻里亜 北区 331-0812 さいたま市北区宮原町１－５６３

聴覚障害、平衡機能障

害、音声・言語機能障

害、そしゃく機能障害

耳鼻咽喉科、アレル

ギー科

113 つつじヶ丘公園西クリニック 横山 勝 北区 331-0811
さいたま市北区吉野町２－１８９－

９

ぼうこう又は直腸機能障

害

内科、消化器内科、肛

門外科

114 医療法人宇治病院 宇治 元 大宮区 330-0802 さいたま市大宮区宮町２－９０ 肢体不自由 外科
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115 医療法人宇治病院 宇治 元 大宮区 330-0802 さいたま市大宮区宮町２－９０
ぼうこう又は直腸機能障

害
外科

116 医）社団 双愛会 大宮双愛病院 梅本 富士 大宮区 330-0804
さいたま市大宮区堀の内町２－１６

０
心臓機能障害 循環器科

117 医）社団 双愛会 大宮双愛病院 松本 浩 大宮区 330-0804
さいたま市大宮区堀の内町２－１６

０

ぼうこう又は直腸機能障

害
外科

118 医）明浩会 西大宮病院 井原 朗 大宮区 330-0856 さいたま市大宮区三橋１－１１７３
ぼうこう又は直腸機能障

害
外科

119 医）明浩会 西大宮病院 牛山 隆 大宮区 330-0856 さいたま市大宮区三橋１－１１７３ 肢体不自由 整形外科

120 医）明浩会 西大宮病院 海老沢 健 大宮区 330-0856 さいたま市大宮区三橋１－１１７３ 心臓機能障害 循環器科

121 医）明浩会 西大宮病院 栫 英夫 大宮区 330-0856 さいたま市大宮区三橋１－１１７３ 心臓機能障害 循環器科

122 医）明浩会 西大宮病院 澤野 宗顕 大宮区 330-0856 さいたま市大宮区三橋１－１１７３ 視覚障害 眼科

123 医）明浩会 西大宮病院 関 純 大宮区 330-0856 さいたま市大宮区三橋１－１１７３ 肢体不自由 整形外科

124 医）明浩会 西大宮病院 丹羽 道夫 大宮区 330-0856 さいたま市大宮区三橋１－１１７３
ぼうこう又は直腸機能障

害
外科

125 医）明浩会 西大宮病院 丹羽 道夫 大宮区 330-0856 さいたま市大宮区三橋１－１１７３ 肝臓機能障害 消化器外科

126 医）明浩会 西大宮病院 大沼 修 大宮区 330-0856 さいたま市大宮区三橋１－１１７３ 視覚障害 眼科

127 医）明浩会 西大宮病院 高岡 尚均 大宮区 330-0856 さいたま市大宮区三橋１－１１７３ 肢体不自由 リハビリテーション科

128 医）明浩会 西大宮病院 雨宮 昌栄 大宮区 330-0856 さいたま市大宮区三橋１－１１７３ 肢体不自由 整形外科

129 耳鼻咽喉科 市川医院 武石 容子 大宮区 330-0845 さいたま市大宮区仲町１－８９

聴覚障害、平衡機能障

害、音声・言語機能障

害、そしゃく機能障害

耳鼻咽喉科

130 大原医院 大原 久仁子 大宮区 330-0854
さいたま市大宮区桜木町２－３－６

９
肢体不自由 神経内科

131 石田眼科医院 小澤 博子 大宮区 330-0843 さいたま市大宮区吉敷町１－８８ 視覚障害 眼科

132
自治医科大学附属さいたま医療セン

ター
秋山 達 大宮区 330-8503 さいたま市大宮区天沼町１－８４７ 肢体不自由 整形外科

133
自治医科大学附属さいたま医療セン

ター
浅野 岳晴 大宮区 330-8503 さいたま市大宮区天沼町１－８４７ 肝臓機能障害 消化器科
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134
自治医科大学附属さいたま医療セン

ター
飯野 ゆき子 大宮区 330-8503 さいたま市大宮区天沼町１－８４７

聴覚障害、平衡機能障

害、音声・言語機能障

害、そしゃく機能障害

耳鼻咽喉科

135
自治医科大学附属さいたま医療セン

ター
市橋 光 大宮区 330-8503 さいたま市大宮区天沼町１－８４７ 心臓機能障害 小児科

136
自治医科大学附属さいたま医療セン

ター
梯 彰弘 大宮区 330-8503 さいたま市大宮区天沼町１－８４７ 視覚障害 眼科

137
自治医科大学附属さいたま医療セン

ター
﨑山 快夫 大宮区 330-8503 さいたま市大宮区天沼町１－８４７ 肢体不自由 神経内科

138
自治医科大学附属さいたま医療セン

ター
住永 佳久 大宮区 330-8503 さいたま市大宮区天沼町１－８４７

ぼうこう又は直腸機能障

害
外科

139
自治医科大学附属さいたま医療セン

ター
住永 佳久 大宮区 330-8503 さいたま市大宮区天沼町１－８４７ 小腸機能障害 外科

140
自治医科大学附属さいたま医療セン

ター
住永 佳久 大宮区 330-8503 さいたま市大宮区天沼町１－８４７ 肝臓機能障害 外科

141
自治医科大学附属さいたま医療セン

ター
高野 博子 大宮区 330-8503 さいたま市大宮区天沼町１－８４７ 視覚障害 眼科

142
自治医科大学附属さいたま医療セン

ター
辻仲 眞康 大宮区 330-8503 さいたま市大宮区天沼町１－８４７

ぼうこう又は直腸機能障

害
消化器外科

143
自治医科大学附属さいたま医療セン

ター
遠山 信幸 大宮区 330-8503 さいたま市大宮区天沼町１－８４７

ぼうこう又は直腸機能障

害
外科

144
自治医科大学附属さいたま医療セン

ター
山口 敦司 大宮区 330-8503 さいたま市大宮区天沼町１－８４７ 心臓機能障害 心臓血管外科

145
自治医科大学附属さいたま医療セン

ター
由利 康一 大宮区 330-8503 さいたま市大宮区天沼町１－８４７ 心臓機能障害 心臓血管外科

146
自治医科大学附属さいたま医療セン

ター
吉田 尚弘 大宮区 330-8503 さいたま市大宮区天沼町１－８４７

聴覚障害、平衡機能障

害、音声・言語機能障

害、そしゃく機能障害

耳鼻咽喉科

147
自治医科大学附属さいたま医療セン

ター
木村 直行 大宮区 330-8503 さいたま市大宮区天沼町１－８４７ 心臓機能障害 心臓血管外科

148
自治医科大学附属さいたま医療セン

ター
池田 太郎 大宮区 330-8503 さいたま市大宮区天沼町１－８４７

ぼうこう又は直腸機能障

害
小児外科

149
自治医科大学附属さいたま医療セン

ター
金沢 弘美 大宮区 330-8503 さいたま市大宮区天沼町１－８４７

聴覚障害、平衡機能障

害、音声・言語機能障

害、そしゃく機能障害

耳鼻咽喉科

150
自治医科大学附属さいたま医療セン

ター
萩原 弘一 大宮区 330-8503 さいたま市大宮区天沼町１－８４７ 呼吸器機能障害 呼吸器科

151
自治医科大学附属さいたま医療セン

ター
森下 義幸 大宮区 330-8503 さいたま市大宮区天沼町１－８４７ じん臓機能障害 内科

152
自治医科大学附属さいたま医療セン

ター
滑川 道人 大宮区 330-8503 さいたま市大宮区天沼町１－８４７ 肢体不自由 神経内科
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153
自治医科大学附属さいたま医療セン

ター
木村 俊一 大宮区 330-8503 さいたま市大宮区天沼町１－８４７ 免疫機能障害 内科（血液内科）

154
自治医科大学附属さいたま医療セン

ター
畠山 修司 大宮区 330-8503 さいたま市大宮区天沼町１－８４７ 免疫機能障害

内科（血液科・感染症

科）

155
自治医科大学附属さいたま医療セン

ター
宮倉 安幸 大宮区 330-8503 さいたま市大宮区天沼町１－８４７

ぼうこう又は直腸機能障

害
外科

156
自治医科大学附属さいたま医療セン

ター
宮倉 安幸 大宮区 330-8503 さいたま市大宮区天沼町１－８４７ 小腸機能障害 外科

157
自治医科大学附属さいたま医療セン

ター
宇賀田 裕介 大宮区 330-8503 さいたま市大宮区天沼町１－８４７ 心臓機能障害 循環器科

158
自治医科大学附属さいたま医療セン

ター
谷口 陽介 大宮区 330-8503 さいたま市大宮区天沼町１－８４７ 心臓機能障害 循環器科

159
自治医科大学附属さいたま医療セン

ター
守谷 俊 大宮区 330-8503 さいたま市大宮区天沼町１－８４７ 肢体不自由 脳神経外科

160
自治医科大学附属さいたま医療セン

ター
水品 佳子 大宮区 330-8503 さいたま市大宮区天沼町１－８４７ 呼吸器機能障害 呼吸器内科

161
自治医科大学附属さいたま医療セン

ター
吉野 義一 大宮区 330-8503 さいたま市大宮区天沼町１－８４７ 肢体不自由 脳神経外科

162
自治医科大学附属さいたま医療セン

ター
矢部 寛樹 大宮区 330-8503 さいたま市大宮区天沼町１－８４７ 肢体不自由 リウマチ科

163
自治医科大学附属さいたま医療セン

ター
宮谷 博幸 大宮区 330-8503 さいたま市大宮区天沼町１－８４７ 肝臓機能障害 消化器内科

164
自治医科大学附属さいたま医療セン

ター
堀 大治郎 大宮区 330-8503 さいたま市大宮区天沼町１－８４７ 心臓機能障害 心臓血管外科

165
自治医科大学附属さいたま医療セン

ター
山本 大喜 大宮区 330-8503 さいたま市大宮区天沼町１－８４７

聴覚障害、平衡機能障

害、音声・言語機能障

害、そしゃく機能障害

耳鼻咽喉科

166
自治医科大学附属さいたま医療セン

ター
山本 直人 大宮区 330-8503 さいたま市大宮区天沼町１－８４７ 肢体不自由 形成外科

167
自治医科大学附属さいたま医療セン

ター
⾧谷川 雅世 大宮区 330-8503 さいたま市大宮区天沼町１－８４７

聴覚障害、平衡機能障

害、音声・言語機能障

害、そしゃく機能障害

耳鼻咽喉科

168
自治医科大学附属さいたま医療セン

ター
堤内 路子 大宮区 330-8503 さいたま市大宮区天沼町１－８４７ 肢体不自由 脳神経内科

169
自治医科大学附属さいたま医療セン

ター
蕪城 俊克 大宮区 330-8503 さいたま市大宮区天沼町１－８４７ 視覚障害 眼科

170
自治医科大学附属さいたま医療セン

ター
山口 泰弘 大宮区 330-8503 さいたま市大宮区天沼町１－８４７ 呼吸器機能障害 呼吸器内科

171
自治医科大学附属さいたま医療セン

ター
平井 啓之 大宮区 330-8503 さいたま市大宮区天沼町１－８４７ じん臓機能障害 腎臓内科
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172
自治医科大学附属さいたま医療セン

ター
宮川 友明 大宮区 330-8503 さいたま市大宮区天沼町１－８４７

ぼうこう又は直腸機能障

害
泌尿器科

173
自治医科大学附属さいたま医療セン

ター
田中 克明 大宮区 330-8503 さいたま市大宮区天沼町１－８４７ 視覚障害 眼科

174
自治医科大学附属さいたま医療セン

ター
江洲 欣彦 大宮区 330-8503 さいたま市大宮区天沼町１－８４７

聴覚障害、平衡機能障

害、音声・言語機能障

害、そしゃく機能障害

耳鼻咽喉科

175
自治医科大学附属さいたま医療セン

ター
白石 学 大宮区 330-8503 さいたま市大宮区天沼町１－８４７ 心臓機能障害 心臓血管外科

176
自治医科大学附属さいたま医療セン

ター
野中 崇央 大宮区 330-8503 さいたま市大宮区天沼町１－８４７ 心臓機能障害 心臓血管外科

177
自治医科大学附属さいたま医療セン

ター
福地 貴彦 大宮区 330-8503 さいたま市大宮区天沼町１－８４７ 免疫機能障害 総合診療科

178
自治医科大学附属さいたま医療セン

ター
望月 貴夫 大宮区 330-8503 さいたま市大宮区天沼町１－８４７ 肢体不自由 整形外科

179
自治医科大学附属さいたま医療セン

ター
永井 康平 大宮区 330-8503 さいたま市大宮区天沼町１－８４７ 肢体不自由 小児科

180
自治医科大学附属さいたま医療セン

ター
木下 望 大宮区 330-8503 さいたま市大宮区天沼町１－８４７ 視覚障害 眼科

181
自治医科大学附属さいたま医療セン

ター
山田 健嗣 大宮区 330-8503 さいたま市大宮区天沼町１－８４７ 肢体不自由 脳神経外科

182
自治医科大学附属さいたま医療セン

ター
髙木 理那 大宮区 330-8503 さいたま市大宮区天沼町１－８４７ 視覚障害 眼科

183
自治医科大学附属さいたま医療セン

ター
荒川 衛 大宮区 330-8503 さいたま市大宮区天沼町１－８４７ 心臓機能障害 心臓血管外科

184
自治医科大学附属さいたま医療セン

ター
鈴木 政美 大宮区 330-8503 さいたま市大宮区天沼町１－８４７

聴覚障害、平衡機能障

害、音声・言語機能障

害、そしゃく機能障害

耳鼻咽喉科

185
自治医科大学附属さいたま医療セン

ター
渡邊 未奈 大宮区 330-8503 さいたま市大宮区天沼町１－８４７ 視覚障害 眼科

186
自治医科大学附属さいたま医療セン

ター
⾧井 良昭 大宮区 330-8503 さいたま市大宮区天沼町１－８４７ 呼吸器機能障害 呼吸器内科

187
自治医科大学附属さいたま医療セン

ター
椎原 淳 大宮区 330-8503 さいたま市大宮区天沼町１－８４７ 呼吸器機能障害 呼吸器内科

188
自治医科大学附属さいたま医療セン

ター
高橋 英里 大宮区 330-8503 さいたま市大宮区天沼町１－８４７

聴覚障害、平衡機能障

害、音声・言語機能障

害、そしゃく機能障害

耳鼻咽喉科

189
自治医科大学附属さいたま医療セン

ター
桒原 征宏 大宮区 330-8503 さいたま市大宮区天沼町１－８４７ 肢体不自由 形成外科

190
自治医科大学附属さいたま医療セン

ター
内山 拓 大宮区 330-8503 さいたま市大宮区天沼町１－８４７ 肢体不自由 脳神経外科
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191
自治医科大学附属さいたま医療セン

ター
福井 太郎 大宮区 330-8503 さいたま市大宮区天沼町１－８４７

ぼうこう又は直腸機能障

害
一般・消化器外科

192
自治医科大学附属さいたま医療セン

ター
柿澤 奈緒 大宮区 330-8503 さいたま市大宮区天沼町１－８４７

ぼうこう又は直腸機能障

害
消化器外科

193
自治医科大学附属さいたま医療セン

ター
野村 陽平 大宮区 330-8503 さいたま市大宮区天沼町１－８４７ 心臓機能障害 心臓血管外科

194
自治医科大学附属さいたま医療セン

ター
中野 光規 大宮区 330-8503 さいたま市大宮区天沼町１－８４７ 心臓機能障害 心臓血管外科

195
自治医科大学附属さいたま医療セン

ター
御任 真言 大宮区 330-8503 さいたま市大宮区天沼町１－８４７ 視覚障害 眼科

196 （医）宮藤会 須藤整形外科 須藤 隆之 大宮区 330-0845
さいたま市大宮区仲町２－１８ 湯

沢ビル２Ｆ
肢体不自由 整形外科

197 （医）宮藤会 須藤整形外科 須藤 悦宏 大宮区 330-0845
さいたま市大宮区仲町２－１８ 湯

沢ビル２Ｆ
肢体不自由 整形外科

198 （医）社団 養明堂眼科医院 佐藤 信祐 大宮区 330-0802 さいたま市大宮区宮町２－９ 視覚障害 眼科

199 森整形外科 森 安弘 大宮区 330-0852
さいたま市大宮区大成町３－２４８

－１ みよしビル２Ｆ
肢体不自由 整形外科

200 たがみ耳鼻咽喉科 田上 聡一郎 大宮区 330-0841 さいたま市大宮区東町２ー１７２

聴覚障害、平衡機能障

害、音声・言語機能障

害、そしゃく機能障害

耳鼻咽喉科

201 天裕堂 大野医院 大野 晃 大宮区 330-0852
さいたま市大宮区大成町１－１４７

－１
視覚障害 眼科

202 （医）博友会 友愛三橋クリニック 廣瀬 悟 大宮区 330-0856 さいたま市大宮区三橋４－１３－２ じん臓機能障害

203 （医）博友会 友愛三橋クリニック 小林 淳晃 大宮区 330-0856 さいたま市大宮区三橋４－１３－２ じん臓機能障害 内科

204 水谷耳鼻咽喉科産婦人科クリニック 水谷 哲弥 大宮区 330-0804
さいたま市大宮区堀の内町１－２１

０

聴覚障害、平衡機能障

害、音声・言語機能障

害、そしゃく機能障害

耳鼻咽喉科

205 医療法人田原整形外科 田原 泰久 大宮区 330-0814
さいたま市大宮区東町１－２３３－

４
肢体不自由

整形外科・リハビリ

テーション科

206 呉竹メディカルクリニック 有澤 治 大宮区 330-0854
さいたま市大宮区桜木町１－１８５

－１
肢体不自由 整形外科

207 すずひろクリニック 鈴木 王洋 大宮区 330-0834
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
肢体不自由 内科

208
医療法人社団 石川記念会 大宮西

口クリニック
島本 由紀子 大宮区 330-0854

さいたま市大宮区桜木町２－３３５

イニシアコート大宮ＥＡＳＴ２階
じん臓機能障害 内科

209 医療法人誠光会ひかりクリニック 大谷 洋一 大宮区 330-0852
さいたま市大宮区大成町３丁目３３

９－２－２Ｆ

ぼうこう又は直腸機能障

害
外科
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210 山内クリニック 山内 泰介 大宮区 330-0854
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
肢体不自由 内科

211 山内クリニック 山内 泰介 大宮区 330-0854
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
肝臓機能障害 内科

212 有馬内科 有馬 健 大宮区 330-0856
さいたま市大宮区三橋１－１５０４

－２
肝臓機能障害 消化器科

213 橋本クリニックさいたま 橋本 稔 大宮区 330-0843 さいたま市大宮区吉敷町２－８７ 肢体不自由 整形外科・外科

214 橋本クリニックさいたま 橋本 稔 大宮区 330-0843 さいたま市大宮区吉敷町２－８７
ぼうこう又は直腸機能障

害
整形外科・外科

215
医療法人藤慈会 夢眠ホスピタルさ

いたま
内藤 嘉彦 大宮区 330-0804

さいたま市大宮区堀の内町２丁目５

６４番地
肢体不自由 内科

216
医）済安堂 大宮・井上眼科クリ

ニック
野﨑 令恵 大宮区 330-0854

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
視覚障害 眼科

217 さいたま整形外科クリニック 中小路 真 大宮区 330-0845
さいたま市大宮区仲町１－３５ 大

塚ビル３階
肢体不自由 整形外科

218 よしおか医院 吉岡 徹 大宮区 330-0851
さいたま市大宮区・引町１－２６２

－１
心臓機能障害 内科

219
医療法人社団ときわ 大宮在宅クリ

ニック
森 尚子 大宮区 330-0846

さいたま市大宮区大門町３－６４

プロスター大宮ビル３階
肢体不自由 内科・小児科

220
医療法人社団ときわ 大宮在宅クリ

ニック
森 尚子 大宮区 330-0846

さいたま市大宮区大門町３－６４

プロスター大宮ビル３階
呼吸器機能障害 内科・小児科

221 大宮胃腸内科クリニック 藤本 佳也 大宮区 330-0845
さいたま市大宮区仲町２－２４－２

金杉仲町ビル２階

ぼうこう又は直腸機能障

害
外科

222 （医）博友会 友愛クリニック 下山 博身 大宮区 330-0854 さいたま市大宮区桜木町１－２６２ じん臓機能障害 泌尿器科

223 （医）博友会 友愛クリニック 中里 優一 大宮区 330-0854 さいたま市大宮区桜木町１－２６２ じん臓機能障害 内科

224 （医）博友会 友愛クリニック 下山 正博 大宮区 330-0854 さいたま市大宮区桜木町１－２６２ じん臓機能障害 腎臓内科

225 （医）博友会 友愛クリニック 加藤 仁 大宮区 330-0854 さいたま市大宮区桜木町１－２６２ じん臓機能障害 内科

226 大宮駅前耳鼻咽喉科クリニック 熊谷 正樹 大宮区 330-0854
さいたま市大宮区桜木町一丁目１８

０番地 Ｃｏｆｆｒｅ２階

聴覚障害、平衡機能障

害、音声・言語機能障

害、そしゃく機能障害

耳鼻咽喉科

227 さいたま胃腸クリニック 篠﨑 大 大宮区 330-0854
さいたま市大宮区桜木町１－２６６

－１２ ２Ｆ

ぼうこう又は直腸機能障

害
胃腸内科

228 さいたま胃腸クリニック 篠﨑 大 大宮区 330-0854
さいたま市大宮区桜木町１－２６６

－１２ ２Ｆ
小腸機能障害 胃腸内科
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229
医療法人 爽成会 さいたま泌尿器

科クリニック
林 達郎 大宮区 330-0854

さいたま市大宮区桜木町１－２６６

－１２ ３Ｆ

ぼうこう又は直腸機能障

害
泌尿器科

230 大宮東口耳鼻咽喉科クリニック 米川 博之 大宮区 330-0846
さいたま市大宮区大門町２丁目１１

８番地 大宮門街ＷＥＳＴ４Ｆ

聴覚障害、平衡機能障

害、音声・言語機能障

害、そしゃく機能障害

耳鼻咽喉科

231 埼玉外科クリニック 松下 公治 大宮区 330-0854
さいたま市大宮区桜木町１－２６８

エイコービル３階

ぼうこう又は直腸機能障

害
外科

232 さいたま新都心ｉＤ整形外科 岩澤 大輔 大宮区 330-0834

さいたま市大宮区天沼町２丁目７５

９番地 さいたまメディカルタウン

２Ｆ

肢体不自由
整形外科・リハビリ

テーション科

233 （医）興仁会 大和田病院 加藤 興一 見沼区 337-0053
さいたま市見沼区大和田町２－１３

８８
肢体不自由 内科

234 （医）興仁会 大和田病院 加藤 英里 見沼区 337-0053
さいたま市見沼区大和田町２－１３

８８
肢体不自由 内科、リウマチ科

235 つばき耳鼻咽喉科 椿 恵樹 見沼区 337-0053
さいたま市見沼区大和田町１－９５

９－２

聴覚障害、平衡機能障

害、音声・言語機能障

害、そしゃく機能障害

耳鼻咽喉科

236 古谷医院 古谷 信雄 見沼区 337-0051
さいたま市見沼区東大宮５－２９－

１９
じん臓機能障害 泌尿器科

237 古谷医院 古谷 信雄 見沼区 337-0051
さいたま市見沼区東大宮５－２９－

１９

ぼうこう又は直腸機能障

害
泌尿器科

238 半田耳鼻咽喉科医院 寺田 寿美子 見沼区 337-0051
さいたま市見沼区東大宮２－１－１

０

聴覚障害、平衡機能障

害、音声・言語機能障

害、そしゃく機能障害

耳鼻咽喉科

239 （医）清和会 中村医院 中村 勉 見沼区 337-0051
さいたま市見沼区東大宮７－７３－

２
肢体不自由 神経内科

240 大宮共立病院 猪原 則行 見沼区 337-0024 さいたま市見沼区大字片柳１５５０
ぼうこう又は直腸機能障

害
外科

241 大宮共立病院 漆原 彰 見沼区 337-0024 さいたま市見沼区大字片柳１５５０ 肢体不自由
リハビリテ－ション

科・内科

242 大宮共立病院 山田 公雄 見沼区 337-0024 さいたま市見沼区大字片柳１５５０
ぼうこう又は直腸機能障

害
外科

243 大宮共立病院 吉川 廣和 見沼区 337-0024 さいたま市見沼区大字片柳１５５０
ぼうこう又は直腸機能障

害
外科

244 （医）福栄会 大宮整形外科医院 大瀧 榮典 見沼区 337-0016 さいたま市見沼区東門前２７３－１ 肢体不自由 整形外科

245 彩企整形外科 本村 喜代二 見沼区 337-0015 さいたま市見沼区蓮沼５４９－３ 肢体不自由 整形外科

246 医療法人仙丹会 冨田クリニック 冨田 一郎 見沼区 337-0043 さいたま市見沼区中川１０２３ 肢体不自由 内科・外科

247 医療法人仙丹会 冨田クリニック 冨田 一郎 見沼区 337-0043 さいたま市見沼区中川１０２３ 心臓機能障害 内科・外科
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248 大谷クリニック 松尾 進一郎 見沼区 337-0014 さいたま市見沼区大谷１４－１ 肢体不自由 内科

249 早川医院 早川 美津子 見沼区 337-0042 さいたま市見沼区南中野９０－３ 視覚障害 眼科

250 ハートの森クリニック 前田 健二 見沼区 337-0051
さいたま市見沼区東大宮２－３５－

３
肢体不自由 整形外科

251 大宮ポプラクリニック 高橋 哲也 見沼区 337-0043 さいたま市見沼区中川１０８２－３
ぼうこう又は直腸機能障

害
外科

252 桃木内科クリニック 桃木 茂 見沼区 337-0051
さいたま市見沼区東大宮４－４７－

８
呼吸器機能障害 内科

253 （医）社団朋耀会 角田クリニック 角田 祥子 見沼区 337-0015 さいたま市見沼区蓮沼１０７９－３ じん臓機能障害 内科

254 （医）社団朋耀会 角田クリニック 角田 浩幸 見沼区 337-0015 さいたま市見沼区蓮沼１０７９－３

聴覚障害、平衡機能障

害、音声・言語機能障

害、そしゃく機能障害

耳鼻咽喉科

255 石井眼科クリニック 石井 靖宏 見沼区 337-0053
さいたま市見沼区大和田町１－１２

９５
視覚障害 眼科

256 あおばクリニック 戸蒔 雅文 見沼区 337-0053
さいたま市見沼区大和田町１－１３

４６－１
呼吸器機能障害 内科、呼吸器科

257 安冨医院 安冨 文典 見沼区 337-0017
さいたま市見沼区風渡野３２２－２

２
呼吸器機能障害 内科・呼吸器科

258 あらい整形外科 新井 克佳 見沼区 337-0017 さいたま市見沼区風渡野６２９－１ 肢体不自由 整形外科

259 たかむらクリニック 高村 誠二 見沼区 337-0016 さいたま市見沼区東門前２６－５
ぼうこう又は直腸機能障

害

内科、消化器科、消化

器内視鏡科

260
医療法人社団偕翔会 さいたまほの

かクリニック
和賀 政伸 見沼区 337-0017 さいたま市見沼区風渡野２９－１ 肝臓機能障害 内科

261
医療法人社団偕翔会 さいたまほの

かクリニック
植田 裕一郎 見沼区 337-0017 さいたま市見沼区風渡野２９－１ じん臓機能障害 内科（腎臓内科）

262 七里耳鼻咽喉科 大出 茂典 見沼区 337-0005 さいたま市見沼区小深作５６６

聴覚障害、平衡機能障

害、音声・言語機能障

害、そしゃく機能障害

耳鼻咽喉科

263 のいり眼科クリニック 野入 聡睦 見沼区 337-0051 さいたま市見沼区東大宮６－９－１ 視覚障害 眼科

264 くにとも耳鼻咽喉科 國友 万由美 見沼区 337-0041
さいたま市見沼区大字南中丸１０３

４－１

聴覚障害、平衡機能障

害、音声・言語機能障

害、そしゃく機能障害

耳鼻咽喉科

265 東大宮内科クリニック 小山 昌三 見沼区 337-0051
さいたま市見沼区東大宮５－５３－

３
呼吸器機能障害

内科、呼吸器内科、ア

レルギー内科

266 小野田クリニック 小野田 敦浩 見沼区 337-0053
さいたま市見沼区大和田町１丁目９

３７番地１
肢体不自由 神経内科
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267
医療法人社団千恵会 南斗クリニッ

ク
豊田 朗 見沼区 337-0042 さいたま市見沼区南中野８６０－１ じん臓機能障害 内科、腎臓内科

268 みなみなかの たけのこ耳鼻咽喉科 河野 淳 見沼区 337-0042 さいたま市見沼区南中野４２２－１

聴覚障害、平衡機能障

害、音声・言語機能障

害、そしゃく機能障害

耳鼻咽喉科

269 あすはゆリハビリクリニック 青木 朝子 見沼区 337-0051
さいたま市見沼区東大宮５－３９－

３ 英和ビル４Ｆ
肢体不自由 リハビリテーション科

270 （医）若葉会 さいたま記念病院 池辺 健二 見沼区 337-0012 さいたま市見沼区東宮下字西１９６ 肢体不自由 内科

271 （医）若葉会 さいたま記念病院 恩田 一 見沼区 337-0012 さいたま市見沼区東宮下字西１９６
ぼうこう又は直腸機能障

害
泌尿器科

272 （医）若葉会 さいたま記念病院 加藤 洋子 見沼区 337-0012 さいたま市見沼区東宮下字西１９６

聴覚障害、平衡機能障

害、音声・言語機能障

害、そしゃく機能障害

耳鼻咽喉科

273 （医）若葉会 さいたま記念病院 齋藤 宗靖 見沼区 337-0012 さいたま市見沼区東宮下字西１９６ 心臓機能障害 内科

274 （医）若葉会 さいたま記念病院 髙橋 邦泰 見沼区 337-0012 さいたま市見沼区東宮下字西１９６ 肢体不自由 リハビリテーション科

275 （医）若葉会 さいたま記念病院 菅又 嘉剛 見沼区 337-0012 さいたま市見沼区東宮下字西１９６
ぼうこう又は直腸機能障

害
外科

276 （医）若葉会 さいたま記念病院 金澤 丈治 見沼区 337-0012 さいたま市見沼区東宮下字西１９６

聴覚障害、平衡機能障

害、音声・言語機能障

害、そしゃく機能障害

耳鼻咽喉科

277 （医）若葉会 さいたま記念病院 石川 進 見沼区 337-0012 さいたま市見沼区東宮下字西１９６ 心臓機能障害 外科

278 医療法人クラルス はんがい眼科 板谷 正紀 見沼区 337-0041 さいたま市見沼区南中丸６８０ 視覚障害 眼科

279 まつざきファミリークリニック 松崎 敦 見沼区 337-0032 さいたま市見沼区東新井９－１
ぼうこう又は直腸機能障

害
内科

280 くらかず眼科 関根 新 見沼区 337-0041 さいたま市見沼区大字南中丸６８０ 視覚障害 眼科

281 ハレノテラス耳鼻咽喉科 川口 顕一朗 見沼区 337-0006
さいたま市見沼区島町３９３番地

ハレノテラスＣ棟２階

聴覚障害、平衡機能障

害、音声・言語機能障

害、そしゃく機能障害

耳鼻咽喉科、アレル

ギー科

282 北与野しのはら医院 篠原 寿彦 中央区 338-0003
さいたま市中央区本町東７－５－３

ＳＳ北与野１階

ぼうこう又は直腸機能障

害
内科

283 濱田スマイル小児科診療所 濱田 奈津子 中央区 338-0001 さいたま市中央区上落合３－３－５ じん臓機能障害 内科

284 耳鼻咽喉科たけもりクリニック 竹森 祐介 中央区 338-0013
さいたま市中央区鈴谷２－５４８－

１０

聴覚障害、平衡機能障

害、音声・言語機能障

害、そしゃく機能障害

耳鼻咽喉科

285 けやき耳鼻咽喉科クリニック 渡邊 一夫 中央区 330-0081
さいたま市中央区新都心４－７ 林

ビル１階

聴覚障害、平衡機能障

害、音声・言語機能障

害、そしゃく機能障害

耳鼻咽喉科
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286
医療法人しらさき きたよの内科ク

リニック
國保 成暁 中央区 338-0001

さいたま市中央区上落合２丁目９－

３０ハーモニックビル
呼吸器機能障害 内科・呼吸器内科

287
医療法人至誠堂（社団）至誠堂整形

外科
鈴木 泰之 中央区 338-0011

さいたま市中央区新中里２－９－３

５
肢体不自由 整形外科

288 ねぎし内科・神経内科クリニック 根岸 輝彦 中央区 338-0002
さいたま市中央区下落合２－１９－

１６
肢体不自由 神経内科

289 柳垣眼科医院 柳垣 秀徳 中央区 338-0002
さいたま市中央区下落合５－１４－

２５
視覚障害 眼科

290
医療法人美青会 スカイ眼科大宮ク

リニック
林 良達 中央区 338-0002

さいたま市中央区下落合１０５０－

２
視覚障害 眼科

291 安藤クリニック 安藤 正 中央区 338-0013
さいたま市中央区鈴谷２－７１７－

１
じん臓機能障害

内科、外科、消化器

科、肛門科

292 久米井医院 久米井 和彦 中央区 338-0003 さいたま市中央区本町東５－６－８ じん臓機能障害 内科

293 おかやまクリニック 岡山 健次 中央区 338-0001
さいたま市中央区上落合９－９－８

１・２Ｆ
肢体不自由 神経内科

294 すこやか内科クリニック 澤田 雅彦 中央区 338-0013
さいたま市中央区鈴谷５丁目３番１

２号
肢体不自由 神経内科

295 竹沢クリニック 竹澤 信治 中央区 338-0001
さいたま市中央区上落合９－１１－

１２
呼吸器機能障害 呼吸器内科

296 埼玉精神神経センター 浅野 賀雄 中央区 338-8577
さいたま市中央区本町東６丁目１１

番１号
肢体不自由 内科

297 埼玉精神神経センター 藤井 泰 中央区 338-8577
さいたま市中央区本町東６丁目１１

番１号
肢体不自由 リハビリテーション科

298 埼玉精神神経センター 松崎 正明 中央区 338-8577
さいたま市中央区本町東６丁目１１

番１号
肢体不自由 神経内科

299 埼玉精神神経センター 丸木 雄一 中央区 338-8577
さいたま市中央区本町東６丁目１１

番１号
肢体不自由 内科

300 埼玉精神神経センター 栁澤 千秋 中央区 338-8577
さいたま市中央区本町東６丁目１１

番１号
肢体不自由 神経内科

301 埼玉精神神経センター 島津 智一 中央区 338-8577
さいたま市中央区本町東６丁目１１

番１号
肢体不自由 神経内科

302 埼玉精神神経センター 瀧口 直子 中央区 338-8577
さいたま市中央区本町東６丁目１１

番１号
肢体不自由 神経内科

303 埼玉精神神経センター 星野 江理 中央区 338-8577
さいたま市中央区本町東６丁目１１

番１号
肢体不自由 脳神経内科

304
（医）嵩知会 にいづま眼科クリ

ニック
新妻 卓也 中央区 338-0003 さいたま市中央区本町東６－１－３ 視覚障害 眼科
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305 上落合整形外科内科 柳下 昌史 中央区 338-0001
さいたま市中央区上落合２－１１－

２８
肢体不自由

整形外科、内科、リハ

ビリテーション科

306 さいたま赤十字病院 星野 太郎 中央区 330-8553 さいたま市中央区新都心１番地５ じん臓機能障害 腎臓内科

307 さいたま赤十字病院 東 成一 中央区 330-8553 さいたま市中央区新都心１番地５ 肢体不自由 整形外科

308 さいたま赤十字病院 天野 雅子 中央区 330-8553 さいたま市中央区新都心１番地５ 呼吸器機能障害 呼吸器内科

309 さいたま赤十字病院 雨宮 守正 中央区 330-8553 さいたま市中央区新都心１番地５ じん臓機能障害 内科

310 さいたま赤十字病院 石井 清 中央区 330-8553 さいたま市中央区新都心１番地５ 視覚障害 眼科

311 さいたま赤十字病院 石井 研史 中央区 330-8553 さいたま市中央区新都心１番地５ 肢体不自由 整形外科

312 さいたま赤十字病院 大島 忠 中央区 330-8553 さいたま市中央区新都心１番地５ 肝臓機能障害 消化器内科

313 さいたま赤十字病院 上川 哲平 中央区 330-8553 さいたま市中央区新都心１番地５ 肢体不自由 内科

314 さいたま赤十字病院 清田 和也 中央区 330-8553 さいたま市中央区新都心１番地５ 肢体不自由 救急科（脳神経外科）

315 さいたま赤十字病院 栗田 昭宏 中央区 330-8553 さいたま市中央区新都心１番地５

聴覚障害、平衡機能障

害、音声・言語機能障

害、そしゃく機能障害

耳鼻咽喉科

316 さいたま赤十字病院 高橋 俊栄 中央区 330-8553 さいたま市中央区新都心１番地５ 肢体不自由 脳神経外科

317 さいたま赤十字病院 中村 純一 中央区 330-8553 さいたま市中央区新都心１番地５
ぼうこう又は直腸機能障

害
外科

318 さいたま赤十字病院 中村 純一 中央区 330-8553 さいたま市中央区新都心１番地５ 小腸機能障害 外科

319 さいたま赤十字病院 野下 展生 中央区 330-8553 さいたま市中央区新都心１番地５ 肢体不自由 脳神経外科

320 さいたま赤十字病院 野呂 彰 中央区 330-8553 さいたま市中央区新都心１番地５
ぼうこう又は直腸機能障

害
泌尿器科

321 さいたま赤十字病院 日野 秀嗣 中央区 330-8553 さいたま市中央区新都心１番地５ 肢体不自由 神経内科

322 さいたま赤十字病院 松島 秀和 中央区 330-8553 さいたま市中央区新都心１番地５ 呼吸器機能障害 呼吸器内科

323 さいたま赤十字病院 森田 英幹 中央区 330-8553 さいたま市中央区新都心１番地５ 心臓機能障害 心臓血管外科
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324 さいたま赤十字病院 山本 健詞 中央区 330-8553 さいたま市中央区新都心１番地５ 肢体不自由 神経内科

325 さいたま赤十字病院 古賀 大介 中央区 330-8553 さいたま市中央区新都心１番地５ 肢体不自由 整形外科

326 さいたま赤十字病院 松村 穣 中央区 330-8553 さいたま市中央区新都心１番地５ 心臓機能障害 循環器内科

327 さいたま赤十字病院 大場 智広 中央区 330-8553 さいたま市中央区新都心１番地５ 呼吸器機能障害 呼吸器内科

328 さいたま赤十字病院 齋藤 朋美 中央区 330-8553 さいたま市中央区新都心１番地５ 肢体不自由 神経内科

329 さいたま赤十字病院 川辺 梨恵 中央区 330-8553 さいたま市中央区新都心１番地５ 呼吸器機能障害 呼吸器内科

330 さいたま赤十字病院 佐藤 新太郎 中央区 330-8553 さいたま市中央区新都心１番地５ 呼吸器機能障害 呼吸器内科

331 さいたま赤十字病院 山川 英晃 中央区 330-8553 さいたま市中央区新都心１番地５ 呼吸器機能障害 呼吸器内科

332 さいたま赤十字病院 中川 卓 中央区 330-8553 さいたま市中央区新都心１番地５ 視覚障害 眼科

333 さいたま赤十字病院 稲葉 理 中央区 330-8553 さいたま市中央区新都心１番地５ 心臓機能障害 循環器内科

334 さいたま赤十字病院 佐藤 明 中央区 330-8553 さいたま市中央区新都心１番地５ 心臓機能障害 循環器内科

335 さいたま赤十字病院 冲永 貴美子 中央区 330-8553 さいたま市中央区新都心１番地５ 視覚障害 眼科

336 さいたま赤十字病院 田 翔太 中央区 330-8553 さいたま市中央区新都心１番地５ 肢体不自由 整形外科

337 さいたま赤十字病院 秋山 茂雄 中央区 330-8553 さいたま市中央区新都心１番地５ 肢体不自由 脳神経内科

338 さいたま赤十字病院 白川 健 中央区 330-8553 さいたま市中央区新都心１番地５ 肢体不自由 整形外科

339 さいたま赤十字病院 河田 政明 中央区 330-8553 さいたま市中央区新都心１番地５ 心臓機能障害 心臓血管外科

340
医療法人さくら 北浦和腎クリニッ

ク
石原 力 中央区 338-0011 さいたま市中央区新中里１－１－１ じん臓機能障害

人工透析内科、腎臓内

科

341 ほんまちクリニック 岩﨑 正 中央区 338-0003
さいたま市中央区本町東３－１０－

７
呼吸器機能障害 内科

342 あさかわ内科クリニック 淺川 喜裕 中央区 338-0001
さいたま市中央区上落合５－１７－

１ Ｓ４タワー１Ｆ
心臓機能障害 内科
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343 大宮はしもと整形外科 橋本 整 中央区 338-0001

さいたま市中央区上落合８－３－３

２島忠ホームズさいたま中央店 ２

Ｆ

肢体不自由 整形外科

344 埼玉県立小児医療センター 浅沼 聡 中央区 330-8777 さいたま市中央区新都心１－２

聴覚障害、平衡機能障

害、音声・言語機能障

害、そしゃく機能障害

耳鼻咽喉科

345 埼玉県立小児医療センター 安達 のどか 中央区 330-8777 さいたま市中央区新都心１－２

聴覚障害、平衡機能障

害、音声・言語機能障

害、そしゃく機能障害

耳鼻咽喉科

346 埼玉県立小児医療センター 大石 勉 中央区 330-8777 さいたま市中央区新都心１－２ 呼吸器機能障害 小児科

347 埼玉県立小児医療センター 小川 潔 中央区 330-8777 さいたま市中央区新都心１－２ 心臓機能障害 循環器科

348 埼玉県立小児医療センター 神部 友香 中央区 330-8777 さいたま市中央区新都心１－２ 視覚障害 眼科

349 埼玉県立小児医療センター 栗原 淳 中央区 330-8777 さいたま市中央区新都心１－２ 肢体不自由 脳神経外科

350 埼玉県立小児医療センター 小林 堅一郎 中央区 330-8777 さいたま市中央区新都心１－２
ぼうこう又は直腸機能障

害
泌尿器科

351 埼玉県立小児医療センター 平良 勝章 中央区 330-8777 さいたま市中央区新都心１－２ 肢体不自由 整形外科

352 埼玉県立小児医療センター 多田 実 中央区 330-8777 さいたま市中央区新都心１－２
ぼうこう又は直腸機能障

害
泌尿器科

353 埼玉県立小児医療センター 田中 学 中央区 330-8777 さいたま市中央区新都心１－２ 肢体不自由 小児科

354 埼玉県立小児医療センター 田中 学 中央区 330-8777 さいたま市中央区新都心１－２ 呼吸器機能障害 小児科

355 埼玉県立小児医療センター 根本 菜穂 中央区 330-8777 さいたま市中央区新都心１－２ 肢体不自由 整形外科

356 埼玉県立小児医療センター 浜野 晋一郎 中央区 330-8777 さいたま市中央区新都心１－２ 肢体不自由 神経科・小児科

357 埼玉県立小児医療センター 藤永 周一郎 中央区 330-8777 さいたま市中央区新都心１－２ じん臓機能障害 小児科

358 埼玉県立小児医療センター 星野 健司 中央区 330-8777 さいたま市中央区新都心１－２ 心臓機能障害 循環器科

359 埼玉県立小児医療センター 川嶋 寛 中央区 330-8777 さいたま市中央区新都心１－２
ぼうこう又は直腸機能障

害
小児外科

360 埼玉県立小児医療センター 川嶋 寛 中央区 330-8777 さいたま市中央区新都心１－２ 小腸機能障害 小児外科

361 埼玉県立小児医療センター 野田 あんず 中央区 330-8777 さいたま市中央区新都心１－２ 肢体不自由 小児科
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362 埼玉県立小児医療センター 小一原 玲子 中央区 330-8777 さいたま市中央区新都心１－２ 肢体不自由 神経内科

363 埼玉県立小児医療センター 松浦 隆樹 中央区 330-8777 さいたま市中央区新都心１－２ 肢体不自由 神経内科

364 埼玉県立小児医療センター 及川 昇 中央区 330-8777 さいたま市中央区新都心１－２ 肢体不自由 整形外科

365 埼玉県立小児医療センター 平田 佑子 中央区 330-8777 さいたま市中央区新都心１－２ 肢体不自由 神経科

366 埼玉県立小児医療センター 井原 欣幸 中央区 330-8777 さいたま市中央区新都心１－２ 小腸機能障害 小児外科

367 埼玉県立小児医療センター 井原 欣幸 中央区 330-8777 さいたま市中央区新都心１－２ 肝臓機能障害 小児外科

368 埼玉県立小児医療センター 水田 耕一 中央区 330-8777 さいたま市中央区新都心１－２ 肝臓機能障害 移植外科

369 埼玉県立小児医療センター 菊池 健二郎 中央区 330-8777 さいたま市中央区新都心１－２ 肢体不自由 神経科

370 埼玉県立小児医療センター 大橋 研介 中央区 330-8777 さいたま市中央区新都心１－２
ぼうこう又は直腸機能障

害
泌尿器科

371 埼玉県立小児医療センター 菅沼 栄介 中央区 330-8777 さいたま市中央区新都心１－２ 呼吸器機能障害 小児科（感染・免疫）

372 埼玉県立小児医療センター 髙木 真理子 中央区 330-8777 さいたま市中央区新都心１－２ 肢体不自由 小児科（総合診療）

373 埼玉県立小児医療センター 福岡 講平 中央区 330-8777 さいたま市中央区新都心１－２ 肢体不自由
小児科（血液・腫瘍

科）

374 （医）聖仁会 西部総合病院 城間 賢二 桜区 338-0824 さいたま市桜区大字上大久保８８４ 心臓機能障害 循環器科

375 （医）聖仁会 西部総合病院 橋本 康弘 桜区 338-0824 さいたま市桜区大字上大久保８８４ 肢体不自由 リハビリテーション科

376 （医）聖仁会 西部総合病院 蓮見 智昭 桜区 338-0824 さいたま市桜区大字上大久保８８４ 肢体不自由 脳神経外科

377 （医）聖仁会 西部総合病院 佐藤 一美 桜区 338-0824 さいたま市桜区大字上大久保８８４ 心臓機能障害 循環器科

378 （医）聖仁会 西部総合病院 新井 富夫 桜区 338-0824 さいたま市桜区大字上大久保８８４ 心臓機能障害 循環器内科

379 川村医院 川村 央信 桜区 338-0811 さいたま市桜区白鍬３２５－２ 肝臓機能障害 消化器内科

380 （医）三恵会 三宅耳鼻咽喉科医院 三宅 一範 桜区 338-0837
さいたま市桜区田島６－２－１３－

２

聴覚障害、平衡機能障

害、音声・言語機能障

害、そしゃく機能障害

耳鼻咽喉科
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381 医）社団 松弘会 三愛病院 小原 琢磨 桜区 338-0837 さいたま市桜区田島４－３５－１７ 肢体不自由 脳神経外科

382 医）社団 松弘会 三愛病院 桐原 正人 桜区 338-0837 さいたま市桜区田島４－３５－１７
ぼうこう又は直腸機能障

害
外科

383 医）社団 松弘会 三愛病院 桑原 忠義 桜区 338-0837 さいたま市桜区田島４－３５－１７ 肢体不自由 整形外科

384 医）社団 松弘会 三愛病院 中田 晃孝 桜区 338-0837 さいたま市桜区田島４－３５－１７ 心臓機能障害 循環器科

385 医）社団 松弘会 三愛病院 中田 晃孝 桜区 338-0837 さいたま市桜区田島４－３５－１７ じん臓機能障害 循環器科

386 医）社団 松弘会 三愛病院 済陽 里佳 桜区 338-0837 さいたま市桜区田島４－３５－１７ 視覚障害 眼科

387 医）社団 松弘会 三愛病院 入江 寿光 桜区 338-0837 さいたま市桜区田島４－３５－１７ 心臓機能障害 循環器内科

388 医）社団 松弘会 三愛病院 松本 定俊 桜区 338-0837 さいたま市桜区田島４－３５－１７ 心臓機能障害 総合診療科

389 医）社団 松弘会 三愛病院 有泉 俊一 桜区 338-0837 さいたま市桜区田島４－３５－１７ 肝臓機能障害 消化器外科

390 医）社団 松弘会 三愛病院 清水 顕 桜区 338-0837 さいたま市桜区田島４－３５－１７

聴覚障害、平衡機能障

害、音声・言語機能障

害、そしゃく機能障害

耳鼻咽喉科

391 医）社団 松弘会 三愛病院 本橋 玲 桜区 338-0837 さいたま市桜区田島４－３５－１７

聴覚障害、平衡機能障

害、音声・言語機能障

害、そしゃく機能障害

耳鼻咽喉科

392 医）社団 松弘会 三愛病院 松橋 論宜 桜区 338-0837 さいたま市桜区田島４－３５－１７ 心臓機能障害 循環器科

393 医）社団 松弘会 三愛病院 松橋 論宜 桜区 338-0837 さいたま市桜区田島４－３５－１７ じん臓機能障害 循環器科

394 医）社団 松弘会 三愛病院 鈴木 菜穂子 桜区 338-0837 さいたま市桜区田島４－３５－１７ 心臓機能障害 循環器科

395 医）社団 松弘会 三愛病院 鈴木 菜穂子 桜区 338-0837 さいたま市桜区田島４－３５－１７ じん臓機能障害 循環器科

396 医）社団 松弘会 三愛病院 冨岡 亮太 桜区 338-0837 さいたま市桜区田島４－３５－１７

聴覚障害、平衡機能障

害、音声・言語機能障

害、そしゃく機能障害

耳鼻咽喉科

397 恵友クリニック 安戸 幹人 桜区 338-0836 さいたま市桜区町谷２－１５－１ 心臓機能障害 循環器科・外科

398 米山眼科 米山 博喜 桜区 338-0837 さいたま市桜区田島５－２２－２３ 視覚障害 眼科

399 さいたま市療育センターさくら草 久場川 伸 桜区 338-0837 さいたま市桜区田島２－１６－２ 肢体不自由 小児科
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400 さいたま市療育センターさくら草 田良島 美佳子 桜区 338-0837 さいたま市桜区田島２－１６－２ 肢体不自由 小児科

401 さいたま市療育センターさくら草 小峯 真紀 桜区 338-0837 さいたま市桜区田島２－１６－２ 肢体不自由 小児神経科

402 さいたま市療育センターさくら草 阿部 和代 桜区 338-0837 さいたま市桜区田島２－１６－２ 肢体不自由 小児科

403
医療法人 志仁会 つぼさか耳鼻咽

喉科クリニック
壷坂 俊仁 桜区 338-0837

さいたま市桜区田島５－１９－１

ＦＣ２３ビル１階

聴覚障害、平衡機能障

害、音声・言語機能障

害、そしゃく機能障害

耳鼻咽喉科

404 おちあい脳クリニック 落合 卓 桜区 338-0837
さいたま市桜区田島５丁目１３番１

６号
肢体不自由 脳神経外科

405 おぎしま内科 荻島 博 桜区 338-0826
さいたま市桜区大久保領家３４３－

５
肢体不自由 内科、リウマチ科

406 埼玉メディカルセンター 加藤 温 浦和区 330-0074 さいたま市浦和区北浦和４－９－３
ぼうこう又は直腸機能障

害
泌尿器科

407 埼玉メディカルセンター 久保 典史 浦和区 330-0074 さいたま市浦和区北浦和４－９－３ 心臓機能障害 内科

408 埼玉メディカルセンター 栗原 一浩 浦和区 330-0074 さいたま市浦和区北浦和４－９－３ 肢体不自由 神経内科

409 埼玉メディカルセンター 児玉 隆夫 浦和区 330-0074 さいたま市浦和区北浦和４－９－３ 肢体不自由 整形外科

410 埼玉メディカルセンター 山路 安義 浦和区 330-0074 さいたま市浦和区北浦和４－９－３ じん臓機能障害 内科

411 埼玉メディカルセンター 吉田 武史 浦和区 330-0074 さいたま市浦和区北浦和４－９－３ 肝臓機能障害 消化器内科

412 埼玉メディカルセンター 柏 真紀 浦和区 330-0074 さいたま市浦和区北浦和４－９－３ じん臓機能障害 腎センター

413 埼玉メディカルセンター 山川 博毅 浦和区 330-0074 さいたま市浦和区北浦和４－９－３

聴覚障害、平衡機能障

害、音声・言語機能障

害、そしゃく機能障害

耳鼻咽喉科

414 埼玉メディカルセンター 平原 大志 浦和区 330-0074 さいたま市浦和区北浦和４－９－３ 心臓機能障害 循環器科

415 埼玉メディカルセンター 萩原 あいか 浦和区 330-0074 さいたま市浦和区北浦和４－９－３ じん臓機能障害 腎センター

416 埼玉メディカルセンター 上田 壮一郎 浦和区 330-0074 さいたま市浦和区北浦和４－９－３ 呼吸器機能障害 呼吸器内科

417 埼玉メディカルセンター 唐橋 強 浦和区 330-0074 さいたま市浦和区北浦和４－９－３
ぼうこう又は直腸機能障

害
外科

418 埼玉メディカルセンター 佐々木 衛 浦和区 330-0074 さいたま市浦和区北浦和４－９－３ 呼吸器機能障害 呼吸器内科
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419 埼玉メディカルセンター 大門 憲史 浦和区 330-0074 さいたま市浦和区北浦和４－９－３ 肢体不自由 整形外科

420 埼玉メディカルセンター 花岡 亜希子 浦和区 330-0074 さいたま市浦和区北浦和４－９－３ 視覚障害 眼科

421 埼玉メディカルセンター 碓井 真吾 浦和区 330-0074 さいたま市浦和区北浦和４－９－３ 肝臓機能障害 消化器内科

422 埼玉メディカルセンター 秋野 邦彦 浦和区 330-0074 さいたま市浦和区北浦和４－９－３ 視覚障害 眼科

423 埼玉メディカルセンター 伊藤 智章 浦和区 330-0074 さいたま市浦和区北浦和４－９－３ じん臓機能障害 腎臓内科

424 埼玉メディカルセンター 竹村 光太郎 浦和区 330-0074 さいたま市浦和区北浦和４－９－３
ぼうこう又は直腸機能障

害
泌尿器科

425 埼玉メディカルセンター 杉本 恒平 浦和区 330-0074 さいたま市浦和区北浦和４－９－３ 肢体不自由 神経内科

426 埼玉メディカルセンター 齋藤 あかね 浦和区 330-0074 さいたま市浦和区北浦和４－９－３ 肢体不自由 神経内科

427 埼玉メディカルセンター 鎌田 泰裕 浦和区 330-0074 さいたま市浦和区北浦和４－９－３ 肢体不自由 整形外科

428 （医）川久保病院 川久保 武生 浦和区 330-0055
さいたま市浦和区東高砂町２９－１

８
肢体不自由 整形外科

429 医療法人社団 有仁堂 吉野医院 吉野 雅武 浦和区 330-0055
さいたま市浦和区東高砂町２６－１

７
肢体不自由 外科・胃腸科

430 医療法人社団 有仁堂 吉野医院 吉野 雅武 浦和区 330-0055
さいたま市浦和区東高砂町２６－１

７
小腸機能障害 外科・胃腸科

431 荒木医院 荒木 洋子 浦和区 330-0056 さいたま市浦和区東仲町２７－２４ 聴覚障害 耳鼻咽喉科

432 鎌田医院 久保 博正 浦和区 330-0064 さいたま市浦和区岸町４－２３－８ 肢体不自由 神経内科

433 （医）社団望星会 望星病院 小口 健一 浦和区 330-0075
さいたま市浦和区針ヶ谷１－８－１

４
じん臓機能障害 泌尿器科

434 （医）社団望星会 望星病院 浅野 学 浦和区 330-0075
さいたま市浦和区針ヶ谷１－８－１

４
じん臓機能障害 泌尿器科

435 （医）邦友会 曽我・外科医院 曽我 基行 浦和区 330-0072
さいたま市浦和区領家５－１０－１

５
肢体不自由 整形外科・外科

436 （医）邦友会 曽我・外科医院 曽我 基行 浦和区 330-0072
さいたま市浦和区領家５－１０－１

５

ぼうこう又は直腸機能障

害
整形外科・外科

437 鎌田眼科 鎌田 みゆき 浦和区 330-0065 さいたま市浦和区神明２－１９－９ 視覚障害 眼科
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438 （医）誠信会 かさい医院 河西 信勝 浦和区 330-0075
さいたま市浦和区針ヶ谷２－１４－

３
そしゃく機能障害

消化器科・外科・リハ

ビリテーション科

439 （医）誠信会 かさい医院 河西 信勝 浦和区 330-0075
さいたま市浦和区針ヶ谷２－１４－

３
肢体不自由

消化器科・外科・リハ

ビリテーション科

440 （医）誠信会 かさい医院 河西 信勝 浦和区 330-0075
さいたま市浦和区針ヶ谷２－１４－

３
呼吸器機能障害

消化器科・外科・リハ

ビリテーション科

441 （医）誠信会 かさい医院 河西 信勝 浦和区 330-0075
さいたま市浦和区針ヶ谷２－１４－

３
小腸機能障害

消化器科・外科・リハ

ビリテーション科

442 関耳鼻咽喉科医院 関 和夫 浦和区 330-0074
さいたま市浦和区北浦和３－１－１

７

聴覚障害、平衡機能障

害、音声・言語機能障

害、そしゃく機能障害

耳鼻咽喉科

443
（医）谷本医院 谷本耳鼻咽喉科医

院
谷本 秀司 浦和区 330-0044

さいたま市浦和区瀬ヶ崎１－２０－

４

聴覚障害、平衡機能障

害、音声・言語機能障

害、そしゃく機能障害

耳鼻咽喉科

444 西村整形外科 西村 則之 浦和区 330-0062 さいたま市浦和区仲町２－９－１３ 肢体不自由 整形外科

445 大谷内科胃腸科 大谷 雅彦 浦和区 330-0056 さいたま市浦和区東仲町３０－２０ 肢体不自由 内科

446 岩崎内科クリニック 岩崎 至利 浦和区 330-0064 さいたま市浦和区元町２－１－１６ 小腸機能障害 内科

447 九里医院 九里 達夫 浦和区 330-0054 さいたま市浦和区東岸町２ー１５ 肢体不自由
整形外科・リハビリ

テーション科

448 九里医院 九里 暁夫 浦和区 330-0054 さいたま市浦和区東岸町２ー１５ 肢体不自由 外科

449 三田眼科医院 三田 奈津子 浦和区 330-0664 さいたま市浦和区岸町７－９－１４ 視覚障害 眼科

450 （医）仲田内科 仲田 郁子 浦和区 330-0064 さいたま市浦和区岸町４－２－１４ 心臓機能障害 循環器科

451 （医）財団博祐会 和田記念医院 和田 洋 浦和区 330-0072 さいたま市浦和区領家２－２－２ 肢体不自由 整形外科

452 わかば医院 澁谷 浩一 浦和区 330-0071
さいたま市浦和区上木崎４－１１－

２０
肢体不自由 神経内科

453 （医）藤友会 加藤整形外科 阿部 良二 浦和区 330-0061
さいたま市浦和区常盤１０－９－２

０
肢体不自由 整形外科

454 （医）藤友会 加藤整形外科 加藤 幹雄 浦和区 330-0061
さいたま市浦和区常盤１０－９－２

０
肢体不自由

リハビリテーション

科・整形外科

455 まつだクリニック 松田 明 浦和区 330-0063
さいたま市浦和区高砂２－１１－１

３
じん臓機能障害 泌尿器科

456 まつだクリニック 松田 明 浦和区 330-0063
さいたま市浦和区高砂２－１１－１

３

ぼうこう又は直腸機能障

害
泌尿器科
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457 杉山整形外科 杉山 泰憲 浦和区 330-0044
さいたま市浦和区瀬ヶ崎３－１６－

１
肢体不自由 整形外科

458 （医）社団望星会 望星クリニック 白井 哲夫 浦和区 330-0053 さいたま市浦和区前地３－１７－３ じん臓機能障害 泌尿器科

459 （医）平和会 吉沢医院 中根 洋子 浦和区 330-0074 さいたま市浦和区北浦和１－８－３ じん臓機能障害 内科

460 （医）あかね会 牛久保耳鼻咽喉科 牛久保 朱美子 浦和区 330-0071
さいたま市浦和区上木崎２－３－２

上木崎メディカルビル２階２０１号
聴覚障害 耳鼻咽喉科

461 こようクリニック 古要 俊也 浦和区 330-0061
さいたま市浦和区常盤７－１１－２

２
肝臓機能障害 内科

462 中島眼科医院 中島 千代子 浦和区 330-0064
さいたま市浦和区岸町４－２６－１

－１１３
視覚障害 眼科

463 中島眼科医院 松尾 暢子 浦和区 330-0064
さいたま市浦和区岸町４－２６－１

－１１３
視覚障害 眼科

464 浦和民主診療所 肥田 泰 浦和区 330-0074
さいたま市浦和区北浦和５－１０－

７
肢体不自由 内科

465 やまうちクリニック 山内 仁 浦和区 330-0071
さいたま市浦和区上木崎２－７－１

３

ぼうこう又は直腸機能障

害
内科・消化器科

466 山崎整形クリニック 山崎 亮一 浦和区 330-0063
さいたま市浦和区高砂２－２－２０

Ｋビル３階
肢体不自由

整形外科・リハビリ

テーション科

467 石井クリニック 石井 泰憲 浦和区 330-0074
さいたま市浦和区北浦和４－３－８

テックビル４Ｆ
じん臓機能障害 泌尿器科

468 石井クリニック 石井 泰憲 浦和区 330-0074
さいたま市浦和区北浦和４－３－８

テックビル４Ｆ

ぼうこう又は直腸機能障

害
泌尿器科

469 青木医院 水島 伸 浦和区 330-0064 さいたま市浦和区岸町２－８－１３ 肢体不自由 整形外科

470 清水整形外科クリニック 清水 伸一 浦和区 330-0073 さいたま市浦和区元町２－２４－８ 肢体不自由 整形外科

471 すがやハートクリニック 菅谷 忠幸 浦和区 330-0074
さいたま市浦和区北浦和３－１１－

１
心臓機能障害 内科

472 吉井眼科クリニック 吉井 大 浦和区 330-0071
さいたま市浦和区上木崎２－７－１

３メディカルモール新都心３Ｆ
視覚障害 眼科

473 フジタ整形外科 藤田 享介 浦和区 330-0056
さいたま市浦和区東仲町１１－５

ガーデンビル２階
肢体不自由 整形外科

474 小島眼科医院 小島 孚允 浦和区 330-0073 さいたま市浦和区元町２－９－５ 視覚障害 眼科

475 たかしまアイクリニック 高嶋 隆行 浦和区 330-0044
さいたま市浦和区瀬ヶ崎３－１－２

５
視覚障害 眼科
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476 しぶや眼科クリニック 渋谷 裕子 浦和区 330-0071
さいたま市浦和区上木崎２－３－２

上木崎メディカルビル１階
視覚障害 眼科

477 村木クリニック 村木 浩司 浦和区 330-0061
さいたま市浦和区常盤９－３３－１

８
心臓機能障害 循環器科

478 いちはら整形外科 市原 大輔 浦和区 330-0062 さいたま市浦和区仲町３－１３－９ 肢体不自由 整形外科

479 医療法人社団博結会 北浦和眼科 持丸 博史 浦和区 330-0074
さいたま市浦和区北浦和４－３－１

かとれあビル１・２階
視覚障害 眼科

480 医療法人容紘会 高梨医院 高梨 邦彦 浦和区 330-0064
さいたま市浦和区岸町４ー１８－１

９
肢体不自由 脳神経外科

481 常葉ホームクリニック 細木 敬祐 浦和区 330-0061
さいたま市浦和区常盤５－８－４５

芦川ビル２０１
呼吸器機能障害 呼吸器内科

482 北浦和ファミリー耳鼻咽喉科 新鍋 晶浩 浦和区 330-0061
さいたま市浦和区常盤９－３２－１

５  ４階

聴覚障害、平衡機能障

害、音声・言語機能障

害、そしゃく機能障害

耳鼻咽喉科

483 医療法人秋葉病院 秋葉 洋一 南区 336-0024 さいたま市南区根岸５－１３－１０ 肢体不自由 脳神経外科

484 こんの内科 今野 久忠 南区 336-0042 さいたま市南区大谷口２０６２－３ 肢体不自由 内科

485 （医）福岡会 福岡整形外科 福岡 利之 南区 336-0021 さいたま市南区別所４－７－１６ 肢体不自由 整形外科

486 （医）福岡会 福岡整形外科 福岡 昌利 南区 336-0021 さいたま市南区別所４－７－１６ 肢体不自由 整形外科

487 医療法人藤博会 ⾧澤内科医院 ⾧澤 博 南区 336-0026 さいたま市南区辻４－７－５ 呼吸器機能障害 内科

488 たかまつ耳鼻咽喉科 高松 一郎 南区 336-0027 さいたま市南区沼影１－１０－１

聴覚障害、平衡機能障

害、音声・言語機能障

害、そしゃく機能障害

耳鼻咽喉科

489 辻医院 辻 俊一 南区 336-0026 さいたま市南区辻３－１２－３０ 肢体不自由 神経内科

490 武蔵浦和眼科クリニック 江口 万祐子 南区 336-0027
さいたま市南区沼影１－１０－１ラ

ムザタワー２階
視覚障害 眼科

491 松永内科クリニック 松永 理一郎 南区 336-0017
さいたま市南区南浦和２－３１－１

９ 植木ビル２Ｆ
心臓機能障害 循環器科

492 （医）社団望星会 宮村医院 宮村 隆三 南区 336-0018
さいたま市南区南本町１－４－１２

宮前第２ビル１階
じん臓機能障害 泌尿器科

493 （医）社団望星会 宮村医院 宮村 隆三 南区 336-0018
さいたま市南区南本町１－４－１２

宮前第２ビル１階

ぼうこう又は直腸機能障

害
泌尿器科

494 星整形外科クリニック 星 昌孝 南区 336-0027 さいたま市南区沼影１－１７－１５ 肢体不自由
整形外科・リハビリ

テーション科



身体障害者福祉法第15条指定医師一覧【令和５年５月１日現在】

No 医療機関名 医師名 管理区
医療機関郵

便番号
医療機関住所 指定区分 診療科目

495
医療法人社団 祐慈会 井上整形外

科クリニック
井上 祐介 南区 336-0015

さいたま市南区太田窪２－１１－２

２
肢体不自由 整形外科・リウマチ科

496
しのざき脳神経外科・産婦人科クリ

ニック
篠崎 智文 南区 336-0017 さいたま市南区南浦和３－２８－７ 肢体不自由 脳神経外科

497
（医）社団望星会 けやきクリニッ

ク
新井 鐘大 南区 336-0027 さいたま市南区沼影１－１７－１３ じん臓機能障害 内科

498 （医）刀水会 齋藤記念クリニック 庄司 紀和 南区 336-0021
さいたま市南区別所７－２－１－３

１０
じん臓機能障害 腎臓内科

499 まつもと内科・神経内科クリニック 松本 容秋 南区 336-0021
さいたま市南区別所７－２－１－３

１２
肢体不自由 内科

500
医療法人 刀水会 第二齋藤記念ク

リニック
岩本 祐介 南区 336-0031

さいたま市南区鹿手袋２－１４－１

１
じん臓機能障害 人工透析

501 武蔵浦和整形外科内科クリニック 尾崎 大也 南区 336-0021
さいたま市南区別所７‐２‐１‐１

０１Ａ
肢体不自由 整形外科

502 とくまる耳鼻咽喉科 徳丸 裕 南区 336-0026 さいたま市南区辻１－２６－８

聴覚障害、平衡機能障

害、音声・言語機能障

害、そしゃく機能障害

耳鼻咽喉科

503 はる眼科クリニック 永瀬 聡子 南区 336-0018
さいたま市南区南本町２－１２－３

２階
視覚障害 眼科

504 とびた眼科 飛田 秀明 南区 336-0025
さいたま市南区文蔵２－５－１９

太田ビル１０２
視覚障害 眼科

505 医療法人 誠清会 はなクリニック 野口 哲夫 南区 336-0042 さいたま市南区大谷口５６５６‐２ 肢体不自由 整形外科

506 よしはら眼科 吉原 睦 南区 336-0017
さいたま市南区南浦和３－１４－１

７
視覚障害 眼科

507 内科・脳神経内科 かわにし医院 川西 康太郎 南区 336-0015 さいたま市南区太田窪５－７－３ 肢体不自由 内科、脳神経内科

508 しおざわ耳鼻咽喉科 塩澤 晃人 南区 336-0027 さいたま市南区沼影１－２２－６

聴覚障害、平衡機能障

害、音声・言語機能障

害、そしゃく機能障害

耳鼻咽喉科

509 医療法人博仁会共済病院 大和 康彦 緑区 336-0931 さいたま市緑区原山３－１５－３１ 肢体不自由 内科

510 医療法人博仁会共済病院 遠藤 実 緑区 336-0931 さいたま市緑区原山３－１５－３１ 肢体不自由 整形外科

511 医療法人博仁会共済病院 小櫃 保 緑区 336-0931 さいたま市緑区原山３－１５－３１
ぼうこう又は直腸機能障

害
外科

512 医療法人博仁会共済病院 小櫃 保 緑区 336-0931 さいたま市緑区原山３－１５－３１ 小腸機能障害 外科

513 医療法人博仁会共済病院 船山 いずみ 緑区 336-0931 さいたま市緑区原山３－１５－３１ じん臓機能障害 内科
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514 片野耳鼻咽喉科 片野 宏明 緑区 336-0922
さいたま市緑区東浦和３－１３－３

１

聴覚障害、平衡機能障

害、音声・言語機能障

害、そしゃく機能障害

耳鼻咽喉科

515 ひまわり診療所 亀井 清光 緑区 337-0964 さいたま市緑区東大門２－２２－２ 心臓機能障害 内科・小児科

516 ひまわり診療所 亀井 清光 緑区 337-0964 さいたま市緑区東大門２－２２－２ 呼吸器機能障害 内科・小児科

517
医療法人明医研 ハーモニークリ

ニック
中根 晴幸 緑区 336-0918 さいたま市緑区松木３－１６－６ じん臓機能障害 内科

518
医療法人明医研 ハーモニークリ

ニック
中根 晴幸 緑区 336-0918 さいたま市緑区松木３－１６－６ 呼吸器機能障害 内科

519
医療法人明医研 ハーモニークリ

ニック
中井 秀一 緑区 336-0918 さいたま市緑区松木３－１６－６ 肢体不自由 内科

520
医療法人明医研 ハーモニークリ

ニック
中井 秀一 緑区 336-0918 さいたま市緑区松木３－１６－６ 呼吸器機能障害 内科

521 川久保眼科 川久保 洋 緑区 336-0936 さいたま市緑区太田窪３－８－３ 視覚障害 眼科

522 医療法人仁学会 里村クリニック 里村 仁志 緑区 336-0932 さいたま市緑区中尾２２００－２
ぼうこう又は直腸機能障

害
外科

523 医療法人仁学会 里村クリニック 里村 仁志 緑区 336-0932 さいたま市緑区中尾２２００－２ 小腸機能障害 外科

524 関山医院 関山 達也 緑区 336-0977 さいたま市緑区上野田７１ 肝臓機能障害 内科

525 さいたま市立病院 金子 文彦 緑区 336-8522 さいたま市緑区大字三室２４６０ 肝臓機能障害 内科

526 さいたま市立病院 大熊 一成 緑区 336-8522 さいたま市緑区大字三室２４６０ 肢体不自由 整形外科

527 さいたま市立病院 金田 浩幸 緑区 336-8522 さいたま市緑区大字三室２４６０ 肝臓機能障害 消化器内科

528 さいたま市立病院 神吉 秀明 緑区 336-8522 さいたま市緑区大字三室２４６０ 心臓機能障害 循環器科

529 さいたま市立病院 小嶋 篤浩 緑区 336-8522 さいたま市緑区大字三室２４６０ 肢体不自由 脳神経外科

530 さいたま市立病院 佐藤 秀樹 緑区 336-8522 さいたま市緑区大字三室２４６０ 肢体不自由 神経内科

531 さいたま市立病院 島村 吉衛 緑区 336-8522 さいたま市緑区大字三室２４６０ 心臓機能障害 心臓血管外科

532 さいたま市立病院 武井 聡 緑区 336-8522 さいたま市緑区大字三室２４６０

聴覚障害、平衡機能障

害、音声・言語機能障

害、そしゃく機能障害

耳鼻咽喉科
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533 さいたま市立病院 舘野 博喜 緑区 336-8522 さいたま市緑区大字三室２４６０ 呼吸器機能障害 呼吸器内科

534 さいたま市立病院 馬場 秀雄 緑区 336-8522 さいたま市緑区大字三室２４６０
ぼうこう又は直腸機能障

害
外科

535 さいたま市立病院 吉峰 俊輔 緑区 336-8522 さいたま市緑区大字三室２４６０
ぼうこう又は直腸機能障

害
泌尿器科

536 さいたま市立病院 此枝 史恵 緑区 336-8522 さいたま市緑区大字三室２４６０ 肢体不自由 神経内科

537 さいたま市立病院 大野 通暢 緑区 336-8522 さいたま市緑区大字三室２４６０
ぼうこう又は直腸機能障

害
小児外科

538 さいたま市立病院 大野 通暢 緑区 336-8522 さいたま市緑区大字三室２４６０ 小腸機能障害 小児外科

539 さいたま市立病院 秋間 崇 緑区 336-8522 さいたま市緑区大字三室２４６０ 心臓機能障害 循環器内科

540 さいたま市立病院 高橋 剛志 緑区 336-8522 さいたま市緑区大字三室２４６０
ぼうこう又は直腸機能障

害
消化器外科

541 さいたま市立病院 嵯峨 伊佐子 緑区 336-8522 さいたま市緑区大字三室２４６０ 肢体不自由 脳神経外科

542 さいたま市立病院 中澤 直美 緑区 336-8522 さいたま市緑区大字三室２４６０ 心臓機能障害 循環器内科

543 さいたま市立病院 大野 洋一 緑区 336-8522 さいたま市緑区大字三室２４６０ じん臓機能障害 腎臓内科

544 さいたま市立病院 河野 泰三 緑区 336-8522 さいたま市緑区大字三室２４６０ 視覚障害 眼科

545 さいたま市立病院 藤澤 大志 緑区 336-8522 さいたま市緑区大字三室２４６０ 心臓機能障害 循環器内科

546 にしかわ整形外科 西川 眞 緑区 336-0918
さいたま市緑区松木３－２６－３２

東浦和メディカルプラザ２Ｆ
肢体不自由 整形外科

547
医療法人社団寛順会 土佐クリニッ

ク
土佐 素史 緑区 336-0926 さいたま市緑区東浦和２－１８－９ 肢体不自由 神経内科

548 しもむら内科クリニック 霜村 昌彦 緑区 336-0926 さいたま市緑区東浦和４－８－２ じん臓機能障害 内科・循環器科

549 しもむら内科クリニック 霜村 昌彦 緑区 336-0926 さいたま市緑区東浦和４－８－２ 肝臓機能障害 内科・循環器科

550 岸林クリニック 岸林 潤 緑区 336-0936
さいたま市緑区太田窪１－２３－１

０
肢体不自由 神経内科

551 岸林クリニック 岸林 千晶 緑区 336-0936
さいたま市緑区太田窪１－２３－１

０
肢体不自由 小児科
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552 東和病院 上田 象三 緑区 336-0926 さいたま市緑区東浦和７－６－１ 肢体不自由 整形外科

553 東和病院 青木 健一郎 緑区 336-0926 さいたま市緑区東浦和７－６－１ 肢体不自由 －

554 川久保整形外科クリニック 川久保 誠 緑区 336-0936 さいたま市緑区太田窪３－８－２ 肢体不自由 整形外科

555 めざわこどもクリニック 目澤 憲一 緑区 336-0932
さいたま市緑区中尾２６５９－１３

－３Ｆ
呼吸器機能障害 小児科

556 らびっとクリニック 森口 正人 緑区 336-0911
さいたま市緑区三室１２０９－１０

三室クリニックビル２階
肢体不自由 リウマチ科

557 なかじまクリニック 中島 規幸 緑区 336-0962
さいたま市緑区美園４丁目１８番地

１１

聴覚障害、平衡機能障

害、音声・言語機能障

害、そしゃく機能障害

耳鼻咽喉科、アレル

ギー科

558 しみずクリニックふさ 清水 縁 緑区 336-0967
さいたま市緑区美園五丁目４６番地

７
じん臓機能障害 内科

559 しみずクリニックふさ 清水 禮二 緑区 336-0967
さいたま市緑区美園五丁目４６番地

７
肢体不自由 内科

560 しみずクリニックふさ 清水 禮二 緑区 336-0967
さいたま市緑区美園五丁目４６番地

７
心臓機能障害 内科

561 そら内科クリニック 遠藤 光洋 緑区 336-0911
さいたま市緑区大字三室９５０番地

１
肢体不自由 内科

562 山田泌尿器科クリニック 山田 拓己 緑区 336-0911 さいたま市緑区三室１３２５－２
ぼうこう又は直腸機能障

害
泌尿器科

563 はやしクリニック 林 幹純 緑区 336-0926

埼玉県さいたま市緑区東浦和５丁目

１０－２ センターシティ東浦和２

階

じん臓機能障害 泌尿器科・内科

564 はやしクリニック 林 幹純 緑区 336-0926

埼玉県さいたま市緑区東浦和５丁目

１０－２ センターシティ東浦和２

階

ぼうこう又は直腸機能障

害
泌尿器科・内科

565 とみた脳神経外科クリニック 富田 禎之 緑区 336-0967 さいたま市緑区美園４－１４－１５ 肢体不自由 脳神経外科

566 こうけつ内科胃腸内科クリニック 纐纈 真一郎 緑区 336-0926
さいたま市緑区東浦和９－１７－１

４

ぼうこう又は直腸機能障

害
内科・消化器内科

567 こうけつ内科胃腸内科クリニック 纐纈 真一郎 緑区 336-0926
さいたま市緑区東浦和９－１７－１

４
小腸機能障害 内科・消化器内科

568 たや脳神経外科クリニック 田屋 圭介 緑区 336-0917 さいたま市緑区芝原２－２－６ 肢体不自由 脳神経外科

569 ほしあい眼科 星合 繁 緑区 336-0967
さいたま市緑区美園６丁目９番地１

０
視覚障害 眼科

570 ほしあい眼科 大野 新一郎 緑区 336-0967
さいたま市緑区美園６丁目９番地１

０
視覚障害 眼科、小児眼科
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571 ほしあい眼科 櫻井 真彦 緑区 336-0967
さいたま市緑区美園６丁目９番地１

０
視覚障害 眼科

572 のもと耳鼻咽喉科医院 野本 剛輝 緑区 336-0936 さいたま市緑区太田窪３－３－２２

聴覚障害、平衡機能障

害、音声・言語機能障

害、そしゃく機能障害

耳鼻咽喉科

573 のもと耳鼻咽喉科医院 太田 陽子 緑区 336-0936 さいたま市緑区太田窪３－３－２２ 聴覚障害 耳鼻咽喉科

574 ＳＫＹファミリークリニック 杉山 昂 緑区 336-0964

さいたま市緑区東大門三丁目１９番

１ ＢａｕｍＲｏｏｍけやき店舗１

階１０２号室

肢体不自由 内科

575 ほしの耳鼻咽喉科 星野 竜 緑区 336-0932 さいたま市緑区中尾４４３－５

聴覚障害、平衡機能障

害、音声・言語機能障

害、そしゃく機能障害

耳鼻咽喉科

576 医療法人慈正会 丸山記念総合病院 大畑 昌彦 岩槻区 339-8521 さいたま市岩槻区本町２－１０－５
ぼうこう又は直腸機能障

害
外科

577 医療法人慈正会 丸山記念総合病院 大畑 昌彦 岩槻区 339-8521 さいたま市岩槻区本町２－１０－５ 小腸機能障害 外科

578 医療法人慈正会 丸山記念総合病院 野寄 忍 岩槻区 339-8521 さいたま市岩槻区本町２－１０－５ 視覚障害 眼科

579 医療法人慈正会 丸山記念総合病院 木村 重吉 岩槻区 339-8521 さいたま市岩槻区本町２－１０－５

平衡機能障害、音声・言

語機能障害、そしゃく機

能障害

脳神経外科

580 医療法人慈正会 丸山記念総合病院 木村 重吉 岩槻区 339-8521 さいたま市岩槻区本町２－１０－５ 肢体不自由 脳神経外科

581 医療法人慈正会 丸山記念総合病院 山田 成 岩槻区 339-8521 さいたま市岩槻区本町２－１０－５ 肢体不自由
整形外科・リハビリ

テーション科

582 医療法人慈正会 丸山記念総合病院 前田 章雄 岩槻区 339-8521 さいたま市岩槻区本町２－１０－５ じん臓機能障害 内科・人工透析内科

583 医療法人慈正会 丸山記念総合病院 大山 安正 岩槻区 339-8521 さいたま市岩槻区本町２－１０－５ 肢体不自由 整形外科

584 医療法人慈正会 丸山記念総合病院 谷口 民樹 岩槻区 339-8521 さいたま市岩槻区本町２－１０－５ 肢体不自由 脳神経外科

585 医）社団慈弘会 岩槻中央病院 小川 光太郎 岩槻区 339-0005
さいたま市岩槻区東岩槻２－２－２

０
肢体不自由 脳神経外科

586 （医）ひかり会 クリニカル病院 金光 武彦 岩槻区 339-0077 さいたま市岩槻区馬込２３４ 呼吸器機能障害 内科・小児科

587 林整形外科 林 承弘 岩槻区 339-0057 さいたま市岩槻区本町３－７－６ 肢体不自由 整形外科

588 田中ファミリークリニック 田中 洋次郎 岩槻区 339-0001 さいたま市岩槻区鹿室９８７－１ 肢体不自由 整形外科

589 岩槻久木田医院 久木田 親重 岩槻区 339-0057
さいたま市岩槻区本町３－１１－２

森庄ビルⅡ２－１
肢体不自由 脳神経外科
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590 天野医院 天野 義彦 岩槻区 339-0027 さいたま市岩槻区尾ヶ崎３７３ 肢体不自由 整形外科

591 （医）社団幸正会 岩槻南病院 丸山 泰幸 岩槻区 339-0033 さいたま市岩槻区黒谷２２５６ 心臓機能障害 循環器科

592 （医）社団幸正会 岩槻南病院 丸山 泰幸 岩槻区 339-0033 さいたま市岩槻区黒谷２２５６ じん臓機能障害 循環器科

593
（医）慶寿会 さいたまつきの森ク

リニック
栗原 怜 岩槻区 339-0012 さいたま市岩槻区増⾧３６６－１ じん臓機能障害 内科

594
（医）慶寿会 さいたまつきの森ク

リニック
葉山 修陽 岩槻区 339-0012 さいたま市岩槻区増⾧３６６－１ じん臓機能障害 内科

595
（医）慶寿会 さいたまつきの森ク

リニック
桑原 道雄 岩槻区 339-0012 さいたま市岩槻区増⾧３６６－１ じん臓機能障害 腎臓内科

596 目白大学耳科学研究所クリニック 伏木 宏彰 岩槻区 339-8501 さいたま市岩槻区浮谷３２０

聴覚障害、平衡機能障

害、音声・言語機能障

害、そしゃく機能障害

耳鼻咽喉科

597 目白大学耳科学研究所クリニック 角田 玲子 岩槻区 339-8501 さいたま市岩槻区浮谷３２０

聴覚障害、平衡機能障

害、音声・言語機能障

害、そしゃく機能障害

耳鼻咽喉科

598 やながわ眼科 柳川 隆志 岩槻区 339-0054
さいたま市岩槻区岩槻区仲町１－２

－２３
視覚障害 眼科

599
医療法人社団卓愛会 いしまるクリ

ニック
石丸 悟正 岩槻区 339-0007 さいたま市岩槻区諏訪２－２－１５ 肢体不自由 内科

600
医療法人社団卓愛会 いしまるクリ

ニック
石丸 悟正 岩槻区 339-0007 さいたま市岩槻区諏訪２－２－１５

ぼうこう又は直腸機能障

害
内科

601
医療法人社団豊栄会 岩槻いまい眼

科
今井 康雄 岩槻区 339-0061 さいたま市岩槻区岩槻５０２ 視覚障害 眼科

602
医療型障害児入所施設 カリヨンの

杜
鍵本 聖一 岩槻区 339-0077 さいたま市岩槻区大字馬込２１００ 肢体不自由 小児科

603
医療型障害児入所施設 カリヨンの

杜
鍵本 聖一 岩槻区 339-0077 さいたま市岩槻区大字馬込２１００ 呼吸器機能障害 小児科

604
医療型障害児入所施設 カリヨンの

杜
鍵本 聖一 岩槻区 339-0077 さいたま市岩槻区大字馬込２１００ 肝臓機能障害 小児科

605
医療型障害児入所施設 カリヨンの

杜
村上 智彦 岩槻区 339-0077 さいたま市岩槻区大字馬込２１００ 肢体不自由 小児科

606
医療法人社団 医凰会 さいたま岩

槻病院
本多 良彦 岩槻区 339-0009 さいたま市岩槻区大字慈恩寺７５ 肢体不自由 脳神経外科

607
医療法人社団 医凰会 さいたま岩

槻病院
飯田 勝 岩槻区 339-0009 さいたま市岩槻区大字慈恩寺７５ 肢体不自由 整形外科

608
医療法人社団 医凰会 さいたま岩

槻病院
河島 あき 岩槻区 339-0009 さいたま市岩槻区大字慈恩寺７５ 肢体不自由 整形外科
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609
医療法人邦仁会 増田内科クリニッ

ク
増田 洋史 岩槻区 339-0028

さいたま市岩槻区美園東１－２９－

４
心臓機能障害 内科

610 まつざわ耳鼻咽喉科 松澤 真吾 岩槻区 339-0051
さいたま市岩槻区南平野３－７－１

７

聴覚障害、平衡機能障

害、音声・言語機能障

害、そしゃく機能障害

耳鼻咽喉科

611 浦和美園クリニック 竹並 和之 岩槻区 339-0028
さいたま市岩槻区美園東１丁目２－

１２

ぼうこう又は直腸機能障

害
内科・消化器内科

612 浦和美園クリニック 竹並 和之 岩槻区 339-0028
さいたま市岩槻区美園東１丁目２－

１２
肝臓機能障害 内科・消化器内科

613
医療法人社団碧水会 みんなの岩槻

在宅クリニック
池田 均 岩槻区 339-0057

さいたま市岩槻区本町２丁目１２番

３号 マルイ本店ビル２階Ⅾ号室
肢体不自由

内科、外科、小児科、

小児外科

614
医療法人社団碧水会 みんなの岩槻

在宅クリニック
池田 均 岩槻区 339-0057

さいたま市岩槻区本町２丁目１２番

３号 マルイ本店ビル２階Ⅾ号室

ぼうこう又は直腸機能障

害

内科、外科、小児科、

小児外科

615
医療法人社団碧水会 みんなの岩槻

在宅クリニック
池田 均 岩槻区 339-0057

さいたま市岩槻区本町２丁目１２番

３号 マルイ本店ビル２階Ⅾ号室
小腸機能障害

内科、外科、小児科、

小児外科

616 いわつき三楽クリニック 本間 晋介 岩槻区 339-0057
さいたま市岩槻区本町１－１－２

岩槻駅前ビル３Ｆ
呼吸器機能障害 呼吸器内科

617 こびなた在宅クリニック 小日向 聡行 岩槻区 339-0057
さいたま市岩槻区本町１丁目３番１

１号 原田ビル１階
心臓機能障害 内科、循環器内科

618 まついハートクリニック 松井 朗裕 岩槻区 339-0057
さいたま市岩槻区本町六丁目１番５

号
心臓機能障害 循環器内科


