
　　　　　　　　　　登　録　医　名　簿 （順不同）

№ 医師会名 登録医療機関名 住所 電話

1 熊谷市医師会 あいざわクリニック 熊谷市桜木町１－１９５ (048)520-1730

2 熊谷市医師会 医療法人 仁正会 秋浜医院 熊谷市別府３－170 (048)533-0150

3 熊谷市医師会 あけとクリニック 熊谷市河原明戸569 (048)577-8878

4 熊谷市医師会 あさひクリニック 熊谷市今井１２６６－１ (048)526-2882

5 熊谷市医師会 あべ泌尿器科 熊谷市太井1641 (048)599-0221

6 熊谷市医師会 医療法人　五十嵐医院 熊谷市上之５２０－１ (048)522-6432

7 熊谷市医師会 池田内科眼科クリニック 熊谷市原島９３５－１ (048)520-2900

8 熊谷市医師会 医療法人 石川医院 熊谷市弥生１－５０ (048)521-0089

9 熊谷市医師会 石川クリニック 熊谷市肥塚１１５４－３ (048)501-1870

10 熊谷市医師会 石丸安世記念　熊谷ディアベテス　クリニック 熊谷市玉井南１－１ (048)532-6711

11 熊谷市医師会 いのクリニック 熊谷市箱田１－１２－２４ (048)528-8300

12 熊谷市医師会 今井医院 熊谷市中央１ー２ (048)521-7257

13 熊谷市医師会 医療法人 愛信会 内田クリニック 熊谷市妻沼１２３４ (048)588-7605

14 熊谷市医師会 医療法人 アスクレピオス えのもとクリニック 熊谷市中央３－１８６ (048)528-5555

15 熊谷市医師会 大塚医院ファミリークリニック 熊谷市大麻生1396 (048)501-6115

16 熊谷市医師会 岡田医院 熊谷市拾六間２７３ (048)533-4666

17 熊谷市医師会 荻野耳鼻咽喉科医院 熊谷市本町２－１３７ (048)521-0357

18 熊谷市医師会 小澤整形外科医院 熊谷市上之３４９９ (048)522-1253

19 熊谷市医師会 医療法人社団 ともさと会 かくたクリニック 熊谷市佐谷田山神１５４２－１ (048)501-0771

20 熊谷市医師会 医療法人社団　紘智会　籠原病院 熊谷市美土里町３－１３６ (048)532-6717

21 熊谷市医師会 医療法人 かみのクリニック 熊谷市上之３８７６－１ (048)501-0010

22 熊谷市医師会 河田医院 熊谷市新堀新田５０３－１ (048)532-6022

23 熊谷市医師会 医療法人啓清会　関東脳神経外科病院 熊谷市代１１２０ (048)521-3133

24 熊谷市医師会 北野医院 熊谷市美土里町２－７４ (048)532-6145

25 熊谷市医師会 木原医院 熊谷市肥塚１－１－１２ (048)529-7613

26 熊谷市医師会 医療法人 木村整形外科 熊谷市原島６８９－４ (048)527-0055

27 熊谷市医師会 木元整形脳神経外科医院 熊谷市上川上４９１－１ (048)521-2201

28 熊谷市医師会 くぼじまクリニック 熊谷市久保島１７８５－２ (048)533-7511

29 熊谷市医師会 医療法人 くまがやクリニック 熊谷市大原３－６－３ (048)523-0003

30 熊谷市医師会 医療法人 同愛会 熊谷外科病院 熊谷市佐谷田３８１１－１ (048)521-4115

31 熊谷市医師会 熊谷神経クリニック 熊谷市万平町１－１３ (048)524-1181

32 熊谷市医師会 熊谷生協病院 熊谷市上之３８５４ (048)524-3841

33 熊谷市医師会 熊谷総合病院 熊谷市中西４－５－１ (048)521-0065

34 熊谷市医師会 医療法人 熊谷福島病院 熊谷市宮前町１－１３５－２ (048)525-2522

35 熊谷市医師会 熊谷内科小児科たかしの森クリニック 熊谷市上奈良１２９６ (048)528-2288

36 熊谷市医師会 熊谷ペインクリニック 熊谷市太井１６４０－１ (048)501-1266

37 熊谷市医師会 くまがやレディースクリニック 熊谷市箱田6－4－4 (048)521-7266

38 熊谷市医師会 県西在宅クリニック熊谷 熊谷市村岡３０７－１ (048)578-8718

39 熊谷市医師会 医療法人 周峰会 こいづかクリニック 熊谷市肥塚４－６５ (048)526-3225

40 熊谷市医師会 江南診療所 熊谷市板井１６９６ (048)536-5421

41 熊谷市医師会 小林医院 熊谷市村岡５３５－１ (048)536-8888

42 熊谷市医師会 小林医院 熊谷市小江川１９６３ (048)536-1066

43 熊谷市医師会 小林クリニック 熊谷市河原町２－５ (048)521-4477

44 熊谷市医師会 こばやし小児科 熊谷市妻沼中央１５－１ (048)589-0011

45 熊谷市医師会 小林整形外科 熊谷市玉井南１－４９－２ (048)533-8558

46 熊谷市医師会 在宅クリニック熊谷南 熊谷市万吉984-1 (048)598-3200

47 熊谷市医師会 こせがわ内科クリニック 熊谷市広瀬２２６－６ (048)578-5622

48 熊谷市医師会 医療法人 仁和会 埼玉江南病院 熊谷市江南中央２－７－２ (048)536-1366

49 熊谷市医師会 埼玉慈恵病院 熊谷市石原３－２０８ (048)521-0321

50 熊谷市医師会 杏友会 さいとう小児科医院 熊谷市拾六間７８８－３４ (048)532-6891

51 熊谷市医師会 医療法人メディチ会　酒巻クリニック 熊谷市原島５５５ (048)527-1200

52 熊谷市医師会 坂本内科医院 熊谷市新堀新田５１８－５ (048)532-6334

53 熊谷市医師会 佐川医院 熊谷市小曽根７４５－２ (048)524-3939

54 熊谷市医師会 さめじまボンディングクリニック 熊谷市太井1681 (048)528-1103

55 熊谷市医師会 医療法人 サンアイ 三愛熊谷医院 熊谷市筑波３－２０２ (048)526-0031

56 熊谷市医師会 医療法人 かごはな会 耳鼻咽喉科中島医院 熊谷市玉井１－７９ (048)532-1533

http://www.eva.hi-ho.ne.jp/aizawa/index.htm
https://aketoclinic.com/
https://www.igarashi-iin.jp/
http://www.jupiter.sannet.ne.jp/t_ishikawa/index.html
https://kumagaya-diabetes.com/
http://www003.upp.so-net.ne.jp/ino/
http://www.enomoto-clinic.com/
http://www.sakitama.or.jp/ozawa-seikei/
http://www.kakuta-clinic.com/
http://kagohara-hospital.net/
http://www.kubojima.com/kamino/
http://www.kawataiin.jp/
http://www.kantounouge.com/
http://www.kubojima.com/home.html
http://www.kubojima.com/kumagaya/
http://www.kumagayageka.or.jp/
http://www.yayoi.or.jp/kumapsy/
http://www.kumagaya-hospital.coop/
http://www.kumasou.or.jp/
http://www.fukushima-hospital.net/
http://taka1296.com/wp/
http://www.myclinic.ne.jp/kumagayapain/pc/
http://www.koiduka-cl.jp/pc/
http://koba-cl-25.byoinnavi.jp/pc/
http://www.kobayashi-kids.com/
http://www.myclinic.ne.jp/kosegawacli/pc/
http://www.jikei.or.jp/
http://www.sakamaki-clinic.com/


　　　　　　　　　　登　録　医　名　簿 （順不同）

№ 医師会名 登録医療機関名 住所 電話

57 熊谷市医師会 医療法人社団 しぶや医院 熊谷市大原２－７－１０ (048)522-7022

58 熊谷市医師会 清水内科 熊谷市上之１５６２－１ (048)526-1530

59 熊谷市医師会 柴﨑外科循環器科医院 熊谷市新堀新田５２７－７ (048)533-1511

60 熊谷市医師会 正田眼科クリニック 熊谷市桜木町１－７１ (048)599-3633

61 熊谷市医師会 正田整形外科クリニック 熊谷市桜木町１－７１ (048)599-3622

62 熊谷市医師会 医療法人 鈴木医院 熊谷市葛和田１１１７－１ (048)588-0112

63 熊谷市医師会 すみや医院 熊谷市西別府１８５５－５ (048)533-8890

64 熊谷市医師会 せき内科医院 熊谷市宮前町２－１３３－１ (048)598-7700

65 熊谷市医師会 関根医院 熊谷市本町２－４３ (048)521-1003

66 熊谷市医師会 医療法人 高沢内科クリニック 熊谷市石原２－１７０ (048)521-1103

67 熊谷市医師会 高津江南クリニック 熊谷市樋春１９７４－５ (048)539-0500

68 熊谷市医師会 医療法人社団 たかの眼科 熊谷市宮町２－１ (048)521-2759

69 熊谷市医師会 医療法人社団 たがやクリニック 熊谷市銀座１－１１０ (048)522-4480

70 熊谷市医師会 千島内科クリニック 熊谷市玉井３１４－３ (048)530-6446

71 熊谷市医師会 中央脳神経外科 熊谷市中央１－１４２ (048)529-2525

72 熊谷市医師会 医療法人 うぶごえ会 ティアラ21女性クリニック 熊谷市筑波３－２０２ (048)527-1122

73 熊谷市医師会 医療法人クレモナ会　ティーエムクリニック　 熊谷市三ヶ尻４８ (048)533-8836

74 熊谷市医師会 医療法人 藤和会 藤間病院 熊谷市末広２－１３７ (048)522-0600

75 熊谷市医師会 中島クリニック 熊谷市妻沼東５－５０ (048)567-2070

76 熊谷市医師会 医療法人 長又医院 熊谷市本石２－２４０ (048)521-4565

77 熊谷市医師会 新島整形外科 熊谷市原島１－１ (048)527-0133

78 熊谷市医師会 西熊谷病院 熊谷市石原672 (048)522-0200

79 熊谷市医師会 西田医院 熊谷市小曽根１１１－１ (048)525-3345

80 熊谷市医師会 西田クリニック 熊谷市末広２－２１ (048)525-2100

81 熊谷市医師会 医療法人 啓孝会 ねごろクリニック 熊谷市銀座５－６－１３ (048)522-0038

82 熊谷市医師会 野口医院 熊谷市鎌倉町３ (048)521-1112

83 熊谷市医師会 野口皮膚科診療所 熊谷市筑波２－４８－１ (048)525-3436

84 熊谷市医師会 はぎわら眼科 熊谷市玉井１７４４－１ (048)533-1177

85 熊谷市医師会 林眼科 熊谷市三ヶ尻335 (048)533-5222

86 熊谷市医師会 原口外科医院 熊谷市飯塚３８９ (048)588-1394

87 熊谷市医師会 医療法人　平田クリニック 熊谷市肥塚４－２０５ (048)526-1171

88 熊谷市医師会 吹田脳外科医院 熊谷市佐谷田不動堂７４３ (048)599-3655

89 熊谷市医師会 ベルこどもクリニック 熊谷市拾六間755－31 (048)531-4152

90 熊谷市医師会 松井医院 熊谷市宮町２－６０ (048)522-1680

91 熊谷市医師会 松崎整形外科 熊谷市上之３１３７－５ (048)527-1511

92 熊谷市医師会 医療法人社団　まつだ整形外科クリニック 熊谷市弥藤吾１８０－１ (048)567-0753

93 熊谷市医師会 松本医院 熊谷市成沢８８７－３ (048)536-7775

94 熊谷市医師会 医療法人 松仁会 松本医院 熊谷市妻沼１５０１ (048)588-0037

95 熊谷市医師会 まつもと耳鼻咽喉科 熊谷市上之748－3 (048)525-4133

96 熊谷市医師会 三尻小児科 熊谷市三ケ尻2887－1 (048)530-1393

97 熊谷市医師会 三輪医院 熊谷市宮町１－１１９－１ (048)521-0773

98 熊谷市医師会 村上クリニック 熊谷市新堀１２８ (048)533-2691

99 熊谷市医師会 メディカルプラザ熊谷 熊谷市銀座２－２８ (048)523-7699

100 熊谷市医師会 めぬま整形外科 熊谷市妻沼東４－６６－６ (048)567-1170

101 熊谷市医師会 持田クリニック 熊谷市玉井１１４８－１ (048)598-5353

102 熊谷市医師会 医療法人 森医院こどもクリニック 熊谷市石原１００－１ (048)523-4771

103 熊谷市医師会 森川整形外科医院 熊谷市万吉２１８４－１ (048)537-0336

104 熊谷市医師会 森田皮膚科クリニック 熊谷市太井１６４０－２ (048)501-1141

105 熊谷市医師会 安原泌尿器科クリニック 熊谷市中央2丁目258番1号 (048)520-2110

106 熊谷市医師会 山本内科胃腸科医院 熊谷市大原１－１－３３ (048)521-7371

107 熊谷市医師会 ゆうあい内科・脳神経クリニック 熊谷市太井１６８５－１ (048)522-8880

108 熊谷市医師会 ユズリ葉メンタルクリニック 熊谷市銀座１－１５２ (048)580-4837

109 熊谷市医師会 よしおか内科こどもクリニック 熊谷市伊勢町２１２－１ (048)501-1135

110 熊谷市医師会 吉田医院 熊谷市本石２－６１ (048)521-1083

111 熊谷市医師会 ワイルドナイツクリニック 熊谷市今井６８－１ (048)578-4272

http://shibuya-clinic.info/about/
http://www.shimizunaika.com/
http://www.sumiya-clinic.com/
http://www.seki-hp.com/pc/
http://www.chuo-nouge.jp/
http://www.dr-masami.com/index.html
http://www.cremona.gr.jp/
http://www.ksky.ne.jp/~tomaadmi/
http://www.myclinic.ne.jp/nakajima8/pc/
http://www.niijima-seikeigeka.com/
http://www.hirata-clinic.com/usr/pc/
http://matsu-seikei.byoinnavi.jp/pc/index.html
http://matsuda-seikei.jp/
http://matsumotoiinn.jp/
http://mpk.byoinnavi.jp/pc/
http://mochicli.byoinnavi.jp/pc/
http://www.mori-kodomo.jp/
http://www.moritahihuka.jp/
http://www.youai-clinic.com/
https://wkc-nobushi.com/

