
　　　　　　　　　　登　録　医　名　簿 （順不同）

№ 医師会名 登録医療機関名 住所 電話

1 秩父郡市医師会 あいおいクリニック 秩父市相生町9－14 (0494)26-7001

2 秩父郡市医師会 あさひ診療所 秩父市本町1－2 (0494)21-5001

3 秩父郡市医師会 浅海医院 秩父市荒川日野２１２ (0494)54-1182

4 秩父郡市医師会 新井医院 秩父市下吉田３８１４ (0494)77-0006

5 秩父郡市医師会 あらいクリニック 秩父市本町１－１８ (0494)25-2711

6 秩父郡市医師会 医療法人 健秀会 荒舩医院 秩父郡横瀬町横瀬５８５０ (0494)24-0160

7 秩父郡市医師会 伊古田小児科医院 秩父郡皆野町皆野１７１－１ (0494)62-4585

8 秩父郡市医師会 石塚クリニック 秩父市大野原３３３１－１ (0494)22-6122

9 秩父郡市医師会 いなば眼科クリニック 秩父市野坂1－11－21 (0494)26-7526

10 秩父郡市医師会 石塚内科胃腸科医院 秩父市下影森７６５－４ (0494)24-5010

11 秩父郡市医師会 井上医院 秩父市東町１１－９ (0494)22-0141

12 秩父郡市医師会 井上皮膚科医院 秩父市本町9－1 (0494)22-0336

13 秩父郡市医師会 内田医院 秩父市本町８－６ (0494)22-0514

14 秩父郡市医師会 医療法人 大谷津医院 秩父市阿保町１０－８ (0494)22-6329

15 秩父郡市医師会 国保町立小鹿野中央病院 秩父郡小鹿野町小鹿野３００ (0494)75-2332

16 秩父郡市医師会 医療法人 岡部医院 秩父市本町２－６ (0494)25-2511

17 秩父郡市医師会 医療法人 芳仁会 落合眼科医院 秩父郡長瀞町本野上１０８３ (0494)66-3366

18 秩父郡市医師会 片田医院 秩父市下影森１７０ (0494)22-1801

19 秩父郡市医師会 医療法人 壷春会 金子医院 秩父郡皆野町皆野１１６８ (0494)62-0039

20 秩父郡市医師会 金子クリニック 秩父市山田２７０４－１ (0494)21-7270

21 秩父郡市医師会 眼科並木医院 秩父市熊木町６－２３ (0494)22-1662

22 秩父郡市医師会 医療法人 久喜医院 秩父市道生町７－５ (0494)23-6161

23 秩父郡市医師会 倉林医院 秩父郡長瀞町長瀞１３５５－２ (0494)66-0387

24 秩父郡市医師会 倉林外科胃腸科医院 秩父市黒谷３０５－２ (0494)23-0968

25 秩父郡市医師会 クリニック公園ばし 秩父市中村町4－9－22 (0494)53-8860

26 秩父郡市医師会 健生堂医院 秩父市東町２８－５ (0494)22-0270

27 秩父郡市医師会 五野上医院 秩父市大野原１０５８ (0494)22-1587

28 秩父郡市医師会 近藤医院 秩父市日野田町１－９－３０ (0494)22-0043

29 秩父郡市医師会 医療法人 彩清会 清水病院 秩父郡皆野町皆野１３９０－２ (0494)62-0067

30 秩父郡市医師会 鈴木内科眼科クリニック 秩父郡小鹿野町小鹿野３２７－１(0494)72-7072

31 秩父郡市医師会 関根医院 秩父市日野田町２－１９－27 (0494)23-0777

32 秩父郡市医師会 髙橋内科クリニック 秩父市中村町３－３－３６ (0494)27-0155

33 秩父郡市医師会 秩父市大滝国民健康保険診療所 秩父市大滝９２５ (0494)55-0341

34 秩父郡市医師会 秩父市立病院 秩父市桜木町８－９ (0494)23-0611

35 秩父郡市医師会 秩父生協病院 秩父市阿保町１－１１ (0494)23-1300

36 秩父郡市医師会 医療法人 俊仁会 秩父第一病院 秩父市中村町２－８－１４ (0494)25-0311

37 秩父郡市医師会 医療法人 花仁会 秩父病院 秩父市和泉町２０ (0494)26-6182

38 秩父郡市医師会 秩父脳外科内科クリニック 秩父市永田町２－１７ (0494)21-2330

39 秩父郡市医師会 つちはし眼科内科クリニック 秩父市永田町１０－１１ (0494)24-8222

40 秩父郡市医師会 つむぎ診療所 秩父市寺尾1404 (0494)24-5551

41 秩父郡市医師会 医療法人社団 堤医院 秩父市道生町１４－１ (0494)24-0588

42 秩父郡市医師会 医療法人社団 医新会 長瀞医新クリニック 秩父郡長瀞町岩田５８７ (0494)66-1000

43 秩父郡市医師会 野田医院 秩父市野坂町２－１５－６ (0494)22-2538

44 秩父郡市医師会 蓮沼医院 秩父市熊木町１７－５ (0494)21-5526

45 秩父郡市医師会 医療法人社団 慈正会 松本クリニック 秩父市日野田町２－２－３０ (0494)22-3000

46 秩父郡市医師会 原医院 秩父郡小鹿野町両神薄２２８－２(0494)72-8088

47 秩父郡市医師会 本強矢整形外科病院 秩父市下影森８７１－１ (0494)24-7615

48 秩父郡市医師会 本間医院 秩父郡小鹿野町小鹿野３９９ (0494)75-0020

49 秩父郡市医師会 松田医院 秩父郡横瀬町横瀬４３７６ (0494)22-0802

50 秩父郡市医師会 ヨコゼ診療所 秩父郡横瀬町横瀬４３46 (0494)23-3311

51 秩父郡市医師会 医療法人 豊正会 松本医院 秩父郡皆野町三沢１７５２－３ (0494)65-0004

52 秩父郡市医師会 みなのハートクリニック 秩父郡皆野町皆野2474－1 (0494)62-7878

53 秩父郡市医師会 皆野病院 秩父郡皆野町皆野2031-1 (0494)62-6300

54 秩父郡市医師会 三上医院 秩父市中町１９－１ (0494)22-0391

55 秩父郡市医師会 三上医院 秩父市荒川上田野１６５９－２ (0494)54-1007

56 秩父郡市医師会 南須原医院 秩父郡長瀞町本野上１７４－３ (0494)66-2038
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№ 医師会名 登録医療機関名 住所 電話

57 秩父郡市医師会 水野医院 秩父市山田２０２４－１ (0494)22-3315

58 秩父郡市医師会 山田クリニック 秩父市大野原３７０－３ (0494)21-7388

59 秩父郡市医師会 横田内科・呼吸器科クリニック 秩父郡小鹿野町小鹿野４７３ (0494)72-7447
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