
　　　　　　　　　　登　録　医　名　簿 （順不同）

№ 医師会名 登録医療機関名 住所 電話

1 比企医師会 医療法人 聖慈会 赤沼医院 東松山市材木町２０－８ (0493)22-0843

2 比企医師会 医療法人　旭山眼科 東松山市若松町２－１－１５ (0493)21-7011

3 比企医師会 医療法人 新井クリニック 東松山市西本宿１８５９－１ (0493)35-5550

4 比企医師会 いちごクリニック 東松山市東平１８８９－１ (0493)36-1115

5 比企医師会 上野クリニック 東松山市松山町２－５－１３ (0493)22-1019

6 比企医師会 医療法人東美会　宇佐美皮フ科 東松山市箭弓町１－１１－７ (0493)22-7800

7 比企医師会 榎本耳鼻咽喉科医院 東松山市材木町２－２９ (0493)22-3478

8 比企医師会 医療法人社団 宏伸会 笠原クリニック 東松山市毛塚９１０－１ (0493)35-1830

9 比企医師会 柏原内科医院 東松山市市ノ川３４３ (0493)24-0376

10 比企医師会 樺澤内科医院 東松山市松山町１－１－１０ (0493)23-5813

11 比企医師会 岸澤内科心療科医院 東松山市材木町１６－１３ (0493)22-0762

12 比企医師会 医療法人 隆盛会 河野医院 東松山市松本町１－５－２０ (0493)22-3056

13 比企医師会 医療法人 賢佑会 河野整形外科内科クリニック 東松山市沢口町８－６ (0493)22-8331

14 比企医師会 医療法人　埼玉成恵会病院 東松山市石橋１７２１ (0493)23-1221

15 比企医師会 さいわい内科クリニック 東松山市幸町２－１３ (0493)27-3181

16 比企医師会 医療法人社団　 シャローム病院 東松山市松山１４９６ (0493)25-2979

17 比企医師会 医療法人清秋会 須田医院 東松山市本町１－６－５ (0493)22-0041

18 比企医師会 医療法人 英幸会 高橋内科胃腸科クリニック 東松山市御茶山町１４－２４ (0493)23-0880

19 比企医師会 たなか内科・眼科クリニック 東松山市松葉町４－８－３ (0493)23-1151

20 比企医師会 医療法人社団 つかさ会 つかさクリニック 東松山市松風台９－２　２階 (0493)31-1450

21 比企医師会 辻保順医院 東松山市新郷２９－３ (0493)23-9045

22 比企医師会 土屋医院 東松山市和泉町５－２５ (0493)23-7511

23 比企医師会 時光医院 東松山市東平１７５１－５ (0493)39-2126

24 比企医師会 医療法人　中川医院 東松山市柏崎７０３－４ (0493)23-1004

25 比企医師会 医療法人社団 美友会 中澤医院 東松山市本町２－３－１１ (0493)22-0710

26 比企医師会 ハロークリニック 東松山市大谷１０６４ (0493)36-1086

27 比企医師会 社団法人 東松山医師会病院 東松山市神明町１－１５－１０ (0493)22-2822

28 比企医師会 医療法人 東松山眼科 東松山市本町１－１－１０ (0493)23-0624

29 比企医師会 東松山市立市民病院 東松山市松山２３９２ (0493)24-6111

30 比企医師会 東松山病院 東松山市大谷４１６０－２ (0493)39-0303

31 比企医師会 医療法人社団 慈常会 福島医院 東松山市新宿町５－９ (0493)22-8050

32 比企医師会 深谷耳鼻咽喉科クリニック 東松山市石橋１８１６－９ (0493)24-3387

33 比企医師会 ほしこどもおとなクリニック 東松山市上野本１２２６－１ (0493)24-0753

34 比企医師会 ボッシュ健康保険組合診療所 東松山市箭弓町２－５－５ (0493)22-0890

35 比企医師会 松山クリニック 東松山市殿山町３０－５ (0493)22-6955

36 比企医師会 むさし松山脳神経外科クリニック 東松山市本町１－７－２２ (0493)22-0071

37 比企医師会 医療法人 緑山会 村山内科小児科クリニック 東松山市東平関根２０８１ (0493)39-3483

38 比企医師会 横山内科循環器科医院 東松山市上野本１３２－６ (0493)24-3225

39 比企医師会 医療法人 ゆうき会 よしおか整形外科 東松山市松山２６１２－１ (0493)25-5123

40 比企医師会 医療法人 吉田産婦人科・内科医院 東松山市御茶山町１－５ (0493)24-1002

41 比企医師会 わらび整形外科医院 東松山市西本宿８１６－８ (0493)31-1881

42 比企医師会 市川クリニック 比企郡滑川町月の輪５－４－６ (0493)61-0880

43 比企医師会 医療法人 上野医院 比企郡滑川町羽尾１０７７ (0493)56-2508

44 比企医師会 医療法人 昭友会 埼玉森林病院 比企郡滑川町和泉７０４ (0493)56-3191

45 比企医師会 医療法人 俊友会 清水小児科アレルギークリニック 比企郡嵐山町菅谷５１２－１ (0493)61-2431

46 比企医師会 医療法人 野﨑クリニック 比企郡嵐山町千手堂６９３ (0493)61-1810

47 比企医師会 みんなの診療所 比企郡嵐山町鉢形１３３１－１ (0493)61-0248

48 比企医師会 医療法人 蒼龍会 武蔵嵐山病院 比企郡嵐山町太郎丸135 (0493)62-7282

49 比企医師会 埼玉県立嵐山郷 比企郡嵐山町古里１８４８ (0493)62-6221

50 比企医師会 渡辺産婦人科 比企郡嵐山町菅谷２４０－９８ (0493)62-5885

51 比企医師会 医療法人慶愛会　飯塚整形外科医院 比企郡小川町大塚８６ (0493)72-3308

52 比企医師会 いわほりクリニック 比企郡小川町上横田８９９－２ (0493)71-6601
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53 比企医師会 医療法人 内田医院 比企郡小川町大塚１４９－３ (0493)72-0516

54 比企医師会 医療法人 平善会 大野クリニック 比企郡小川町小川４９１ (0493)74-1868

55 比企医師会 小川赤十字病院 比企郡小川町小川１５２５ (0493)72-2333

56 比企医師会 医療法人社団 宏仁会 小川病院 比企郡小川町原川２０５ (0493)73-2750

57 比企医師会 医療法人 木下同仁会 木下医院 比企郡小川町大塚６６０ (0493)72-0375

58 比企医師会 小林内科医院 比企郡小川町大塚９３０－１ (0493)81-3902

59 比企医師会 さくら整形外科クリニック 比企郡小川町みどりが丘２－１０－４ (0493)71-6411

60 比企医師会 医療法人 真生会 真田医院 比企郡小川町みどりが丘２－２－２ (0493)72-8020

61 比企医師会 耳鼻咽喉科　野崎医院 比企郡小川町大塚１１４９－１ (0493)72-0389

62 比企医師会 鈴木医院 比企郡小川町腰越1１９４－３ (0493)72-1215

63 比企医師会 医療法人 瀬川病院 比企郡小川町大塚３０の１ (0493)72-0328

64 比企医師会 医療法人 皐月会 髙野医院 比企郡小川町大塚１０３ (0493)72-0045

65 比企医師会 竹澤診療所 比企郡小川町靱負６００－１ (0493)74-1117

66 比企医師会 医療法人 晃陽会 中村産婦人科 比企郡小川町大塚５１ (0493)72-0373

67 比企医師会 医療法人 順浩会 野崎医院 比企郡小川町青山１４３９ (0493)72-0101

68 比企医師会 医療法人　パークヒル　クリニック 比企郡小川町東小川３－９－１ (0493)74-4125

69 比企医師会 医療法人慶愛会　原医院 比企郡小川町大塚８６ (0493)72-0362

70 比企医師会 みやざきクリニック 比企郡小川町大塚３０２ (0493)72-2233

71 比企医師会 医療法人 山びこ会 こだま医院 比企郡ときがわ町桃木１８６ (0493)65-0147

72 比企医師会 秡川医院 比企郡ときがわ町番匠２９５ (0493)65-0043

73 比企医師会 福島内科 比企郡鳩山町楓が丘４－１７－８ (049)298-0600

74 比企医師会 医療法人 眞美会 麻見江ホスピタル 比企郡鳩山町大橋字愛宕１０６６ (049)296-1155

75 比企医師会 白井医院 比企郡吉見町下細谷７３６ (0493)54-0062

76 比企医師会 医療法人　たばた小児科 比企郡吉見町久米田６１６－８ (0493)54-8822

77 比企医師会 医療法人社団 緑恵会 森田クリニック 比企郡吉見町久米田８５９－１ (0493)53-2220

78 比企医師会 医療法人大恵会　吉見クリニック 比企郡吉見町北吉見３３８－３ (0493)54-5656

79 比企医師会 石田医院 比企郡川島町表４０６－１ (049)298-7517

80 比企医師会 榎本医院 比企郡川島町上伊草８３３－１ (049)297-8505

81 比企医師会 医療法人 啓仁会 川島クリニック 比企郡川島町伊草９６－１ (049)297-8783

82 比企医師会 医療法人 啓仁会 平成の森・川島病院 比企郡川島町畑中４７８－１ (049)297-2811

http://www.ohno-clinic.or.jp/
http://www.ogawa.jrc.or.jp/
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