
市 町 村 名 区分 医　療　機　関　名 住　　所 電　話　番　号

医科 石田医院 川島町大字表406-1 049-298-7517
あ行 榎本医院 川島町大字上伊草833-1 049-297-8505

上野診療所 川島町八幡3-1-6 049-297-6633
か行 川島クリニック 川島町大字伊草96-1 049-297-8783

キヨミ整形外科クリニック 川島町大字出丸中郷2782 049-299-2233
さ行 清水こどもクリニック 川島町大字上八ﾂ林209 049-297-7725
は行 平成の森・川島病院 川島町大字畑中478-1 049-297-2811
ま行 むらかみ眼科クリニック 川島町大字伊草74-1 049-297-7741

めぐみ台クリニック 川島町大字吹塚998-3 049-299-1200
歯科 金谷歯科医院 川島町谷中258-5 049-297-6418
か行 川島デンタルクリニック 川島町大字伊草96-1 049-297-9050

川島ファミリー歯科医院 川島町虫塚203-4 049-297-6807
きのした歯科クリニック 川島町大字上伊草1175-1ベイシアフードセンター川島インター店内 049-297-5169
国島歯科医院 川島町大字上伊草612-6 049-297-5355

さ行 そよ風歯科 川島町大字牛ヶ谷戸67-2 049-299-4618
は行 八幡利根川歯科 川島町八幡5-1-5 049-297-5418
ま行 森歯科クリニック 川島町大字上伊草732-1 049-297-0500
調剤 ウエルシア薬局川島上伊草店 川島町大字上伊草1612 049-297-6041
あ行 オレンジ薬局川島曲師店 川島町大字曲師121-1 049-298-5658
さ行 そよ風薬局川島店 川島町大字伊草97-6 049-298-8095
ま行 ミント薬局 川島町大字伊草75-2 049-291-0399
わ行 わかくさ薬局川島店 川島町大字吹塚996-5 049-299-3399
医科 赤沼医院 東松山市材木町20-8 0493-22-0843
あ行 旭山眼科 東松山市若松町2-1-15 0493-21-7011

新井クリニック 東松山市大字西本宿1859-1 0493-35-5550
いうち眼科 東松山市箭弓町3-5-14 0493-59-9295
いちごクリニック 東松山市大字東平1889-1 0493-36-1115
岩崎内科胃腸科医院 東松山市箭弓町1-4-7ZONA2ビル２Ｆ 0493-26-1181
岩田診療所 東松山市大字上唐子1247 0493-23-0109
上野クリニック 東松山市松山町2-5-13 0493-22-1019
宇佐美皮フ科 東松山市箭弓町1-11-7ハイムグランデ東松山205 0493-22-7800
榎本耳鼻咽喉科医院 東松山市材木町2-29 0493-22-3478
大谷整形外科病院 東松山市下野本５１７ 0493-24-5333

か行 柿澤医院 東松山市岩殿148 0493-34-4615
笠原クリニック 東松山市毛塚910-1 0493-35-1830
柏原内科医院 東松山市大字市ノ川343 0493-24-0376
霞澤産婦人科医院 東松山市松葉町1-9-8 0493-22-0210
樺澤内科医院 東松山市松山町1-1-10 0493-23-5813
岸澤内科心療科医院 東松山市材木町16-13 0493-22-0762
河野医院 東松山市松本町1-5-20 0493-22-3056
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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
こどもクリニックいとう小児科 東松山市岩殿110-6 0493-34-4145

さ行 埼玉成恵会病院 東松山市石橋1721 0493-23-1221

さいわい内科ｸﾘﾆｯｸ 東松山市幸町2-13 0493-27-3181
サンクリニック 東松山市大字西本宿373-5 0493-35-3725
シャローム鋤柄医院 東松山市大字松山1496 0493-25-2979
須田医院 東松山市本町1-6-5 0493-22-0041

た行 たかさか眼科 東松山市大字西本宿1684-1 0493-34-3102
高坂耳鼻咽喉科医院 東松山市大字西本宿1986 0493-35-5410
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
宏仁会高坂醫院 東松山市西本宿1759-1 0493-35-1331
たけのや皮膚科 東松山市大字上唐子1491-6 0493-24-1511
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
つかさクリニック 東松山市松風台9-2 0493-31-1450
辻保順医院 東松山市大字新郷29-3 0493-23-9045
土屋医院 東松山市和泉町5-25 0493-23-7511
時光医院 東松山市大字東平1751-5 0493-39-2126

な行 中川医院 東松山市柏崎703-4 0493-23-1004
中澤医院 東松山市本町2-3-11 0493-22-0710

は行 はせがわ泌尿器科皮フ科クリニック 東松山市日吉町12-33 0493-53-4355
ハロークリニック 東松山市大字大谷1064 0493-36-1086

東松山医師会病院 東松山市神明町1-15-10 0493-22-2822

東松山眼科 東松山市本町1-1-10 0493-23-0624
東松山市立市民病院 東松山市大字松山2392 0493-24-6111
東松山クリニック 東松山市都市計画事業地内25-1街区　ピオニウォーク東松山1Ｆ 0493-59-9955
東松山病院 東松山市大字大谷4160-2 0493-39-0303
東松山メディカルクリニック 東松山市箭弓町2-2-18 0493-21-7611
深谷耳鼻咽喉科クリニック 東松山市石橋1816-9 0493-24-3387
福島医院 東松山市新宿町5-9 0493-22-8050
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
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
本郷医院 東松山市箭弓町1-19-17 0493-22-0211

ま行 松山クリニック 東松山市殿山町30-5 0493-22-6955
みやざき眼科 東松山市東平932-3 0493-22-4045
峯医院 東松山市材木町8-5 0493-22-0005
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
村山内科小児科クリニック 東松山市大字東平2081 0493-39-3483

や行 横山内科循環器科医院 東松山市上野本132-6 0493-24-3225
よしおか整形外科 東松山市大字松山2612-1 0493-25-5123
吉田産婦人科内科医院 東松山市御茶山町1-5 0493-24-1002
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わ行 わらび整形外科 東松山市大字西本宿816-8 0493-31-1881
歯科 愛和歯科医院 東松山市箭弓町1-13-3 0493-24-3200
あ行 アップルデンタルクリニック 東松山市箭弓町2-2-22 0493-22-8522

石川歯科クリニック 東松山市元宿2-27-7高橋ﾋﾞﾙⅡ101 0493-35-5050
岩沼歯科医院 東松山市箭弓町1-4-4 0493-22-0222
上沼公園歯科 東松山市材木町3-9 0493-25-0266
大塚歯科医院 東松山市石橋1716-1 0493-24-6221
オリオン歯科 東松山市箭弓町1-15-13イトーヨーカ堂東松山市店2Ｆ 0493-25-4618

か行 関越歯科医院 東松山市石橋下宿1519-1 0493-22-9009
くるみ歯科医院 東松山市箭弓町2-4-19 0493-25-2550
けやき歯科医院 東松山市元宿1-18-4 0493-35-5597
高野歯科医院 東松山市西本宿1541-8 0493-35-0237

さ行 佐藤歯科クリニック 東松山市松本町2-1-60　ギガマート東松山店2Ｆ 0493-21-5225
歯科島田医院 東松山市本町1-1-8 0493-22-0398
島田歯科医院 東松山市本町2-3-13 0493-22-0014
清水デンタルクリニック 東松山市西本宿2137-1 0493-35-4182
すがぬま歯科医院 東松山市松葉町1-22-6 0493-21-5102
杉澤歯科医院 東松山市材木町13-3 0493-23-5280
須田歯科医院 東松山市本町1-9-4 0493-24-8510

た行 たかさか歯科医院 東松山市元宿1-8-18 0493-35-2011
高橋歯科医院 東松山市本町1-3-34 0493-22-0648
竹ノ谷第二歯科医院 東松山市六軒町1-9 0493-24-2408
たんぽぽ歯科医院 東松山市高坂884-1 0493-31-1717
トリス矯正デンタルクリニック 東松山市西本宿1859－1　2F 0493-53-4182

な行 長嶺歯科医院 東松山市白山台19-1 0493-35-2803
にった歯科 東松山市箭弓町1-11-7-203 0493-23-9000

は行 はぁと歯科 東松山市箭弓町2-2-22 0493-22-8522
原歯科医院 東松山市松葉町1-9-1 0493-22-0334
東松山市休日歯科センター 東松山市材木町2-36　東松山市保健センター内 0493-24-3921
東松山グリーン歯科医院 東松山市上野本2196-4 0493-24-3418
ひがしまつやま花の木歯科・矯正クリニック 東松山市松山町2-6-2 0493-81-5006
ひだまり歯科 東松山市松葉町4丁目8番3号 0493-27-4618
ひるかわ歯科医院 東松山市本町1-1-14 0493-22-0488
ピオニー歯科医院 東松山市あずま町1-20-4 0493-77-1911
深谷歯科医院 東松山市本町2-5-18 0493-24-1000

ま行 松崎歯科医院 東松山市あずま町1-20-4 0493-35-1180
松田デンタルクリニック 東松山市松葉町4-3-12 0493-23-8122
松の木歯科医院 東松山市東平1539-3 0493-24-6700
三角歯科医院 東松山市新明町1-15-43 0493-22-0793
みのる歯科医院 東松山市沢口町31-1 0493-24-9080
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盛島歯科医院 東松山市新郷355-4 0493-23-6539
森田歯科クリニック 東松山市あずま町４－８－３ライフガーデン東松山

や行 山田歯科 東松山市柏崎694-3 0493-21-6556
山中歯科医院 東松山市元宿2-10-4 0493-34-5699
山根歯科医院 東松山市六軒町17-17 0493-23-8239
吉田歯科医院 東松山市松山町3-5-52 0493-24-8211

調剤 あおい調剤薬局東松山店 東松山市松山1828-6 049-230-1313
あ行 あさま薬局 東松山市東平1888-1 0493-36-1008

ウエルシア薬局砂田店 東松山市砂田町1-5 0493-27-1701
ウエルシア薬局六軒町店 東松山市六軒町18-8 0493-21-1457
ウエルシア薬局東松山ライフガーデン店 東松山市あずま町4-8-3 0493-31-1115
内田盛大堂薬局 東松山市材木町7-11 0493-22-0523
オバタ薬局 東松山市松山町1-8-4 0493-23-1903
オレンジ薬局 東松山市新宿町7-19 0493-24-1464
オレンジ薬局上野本店 東松山市上野本1227-1 0493-59-8236
オレンジ薬局東平店 東松山市東平932-3 0493-81-6207

か行 かみぬま調剤薬局 東松山市日吉町12-32 0493-53-4666
加島薬局 東松山市上唐子1494-64 0493-23-1848
かりん薬局 東松山市材木町12-3 0493-81-5518
くすのき薬局 東松山市大字東平2081-1 0493-39-1945
ぐりむ薬局 東松山市松葉町1-1-39 0493-23-6699
クローバー調剤薬局 東松山市大字松山1215-1 0493-22-7019
コジマ調剤薬局　東松山店 東松山市箭弓町1-11-7ハイムブランデ東松山202 0493-81-3389
コスモ薬局唐子店 東松山市上唐子1260-11 0493-22-7387
コスモ薬局沢口町店 東松山市沢口町8-15 0493-22-6817
コスモ薬局平野店 東松山市野田458-1 0493-22-8205

た行 宝山堂岩崎薬局 東松山市箭弓町1-6-1 0493-22-1845
つばさ薬局 東松山市西本宿1857 0493-31-1701
寺田薬局東松山店 東松山市大字松山2415-2 0493-27-2788
殿山薬局 東松山市殿山町34-8 0493-22-8858
とまと薬局 東松山市箭弓町2-2-20 0493-21-7677
徳永薬局東松山店 東松山市本町1-7-24 0493-81-5173
ドラッグエース薬局箭弓町店 東松山市箭弓町2-5605-3 0493-22-8069

な行 のもと薬局 東松山市下野本1500-2 0493-27-0311
は行 東松山薬局 東松山市上野本129-3 0493-24-3226

ファミリー薬局東松山店 東松山市松葉町4-8-4 0493-21-5877
ファミリー薬局本一店 東松山市本町1-6-19 0493-27-4939
ふたば薬局新郷店 東松山市新郷173-6 0493-21-5520
ポプラ薬局 東松山市岩殿19-12 0493-34-6520

ま行 みずほ薬局 東松山市西本宿1979-4 0493-34-5117
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や行 薬局高坂 東松山市西本宿1695-2 0493-35-0850
薬局東平 東松山市東平1751-44 0493-39-3350
薬局東松山 東松山市本町2-2-21 0493-23-7007
薬局松山西 東松山市松山町2-4-45 0493-24-6373
薬局松山中央 東松山市材木町21-8 0493-24-5808
薬局松山本町 東松山市本町2-3-11 0493-24-5910
ゆかり薬局 東松山市大谷4092-5 0493-39-5651
ユニコ薬局高坂店 東松山市松風台9-1 0493-31-0102

わ行 わかくさ薬局御茶山店 東松山市御茶山町14-18 0493-21-3773
わかくさ薬局若松町店 東松山市若松町2-2079-3 0493-21-6631

医科 白井医院 吉見町大字下細谷736 0493-54-0062
さ・た行 たばた小児科 吉見町大字久米田616-8 0493-54-8822

ま行 森田クリニック 吉見町大字久米田859-1 0493-53-2220
や行 吉見クリニック 吉見町大字北吉見338-3 0493-54-5656
歯科 きしだ歯科吉見診療所 吉見町大字大和田１９７－２ 0493-53-2112
か行 小岩井歯科医院 吉見町大字松崎400 0493-54-7425
さ行 須永歯科医院 吉見町大字東野2-5-10 0493-54-0127

関歯科医院 吉見町大字下細谷940-1 0493-54-3386
は行 ポンポン山歯科医院 吉見町大字田甲705-1 0493-54-5208
や行 吉見歯科医院 吉見町大字久保田1901-2 0493-54-0487

吉見長谷歯科クリニック 吉見町大字長谷1786-6 0493-54-8818
調剤 ウエルシア薬局吉見店 吉見町大字久保田1413 0493-54-6925

あ・は行 フラワー薬局 吉見町大字久米田76-1 0493-54-7686
や行 薬局吉見 吉見町大字下細谷688-4 0493-54-5052

吉見薬局 吉見町大字久米田618-1 0493-54-8181
医科 新井眼科クリニック 小川町大字大塚907-1 0493-74-1711
あ行 飯塚整形外科医院 小川町大字大塚86 0493-72-3308

いわほりクリニック 小川町大字上横田899-2 0493-71-6601
内田医院 小川町大字大塚149-3 0493-72-0516
大野クリニック 小川町大字小川491 0493-74-1868
小川赤十字病院 小川町大字小川1525 0493-72-2333
小川病院 小川町大字原川205 0493-73-2750

か行 木下医院 小川町大字大塚660 0493-72-0375
小林内科医院 小川町大字大塚930-1 0493-81-3902

さ行 さくら整形外科クリニック 小川町みどりが丘2-10-4 0493-71-6411
さつき内科クリニック 小川町大字小川471-1 0493-71-6050
耳鼻咽喉科野崎医院 小川町大字大塚1149-1 0493-72-0389
真田医院 小川町みどりが丘2-2-2 0493-72-8020
鈴木医院 小川町腰越1194-3 0493-72-1215
瀬川病院 小川町大字大塚30-1 0493-72-0328

東 松 山 市

吉 見 町

小 川 町
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た行 田口医院 小川町大字小川88-1 0493-72-1036
高野医院 小川町大字大塚103 0493-72-0045
竹澤診療所 小川町靱負600-1 0493-74-1117
田中眼科医院 小川町大字大塚1180-1 0493-72-0304

な行 中村産婦人科 小川町大字大塚51 0493-72-0373
野崎医院 小川町大字青山1439 0493-72-0101

は行 パークヒルクリニック 小川町東小川3-9-1 0493-74-4125
原医院 小川町大字大塚86 0493-72-0362

ま行 みやざきレディスクリニック 小川町大字大塚302 0493-72-2233
や行 柳澤医院 小川町大字大塚21-2 0493-72-0024
歯科 新井歯科医院 小川町大字大塚126 0493-73-2824
あ行 池田歯科医院 小川町大字角山中４９０－１ 0493-74-3020

小熊歯科医院 小川町大字大塚24 0493-72-0212
おかだ歯科・矯正歯科 小川町青山857-6 0493-81-4158

か行 高野歯科医院 小川町大字大塚小峰537 0493-73-0107
さ行 さいとう歯科医院 小川町大字増尾4-1 0493-71-5211

坂本歯科 小川町大字大塚76-1 0493-74-2281
た行 高橋歯科クリニック 小川町大字大塚918-1 0493-72-1588

土岐歯科クリニック 小川町大字青山1314-3 0493-72-6502
鳥塚歯科医院 小川町大字大塚1168-1 0493-72-0016

な行 中村歯科医院 小川町大字大塚52 0493-73-2760
ま行 前田歯科医院 小川町大字大塚26 0493-72-0346

みどりが丘歯科医院 小川町みどりが丘2-2-1 0493-74-6480
わ行 わたなべ歯科医院 小川町東小川3-10-21 0493-72-3425
調剤 あさひ調剤薬局小川店 小川町大字小川1520 0493-72-4193
あ行 市川薬局 小川町大字小川497-11 0493-72-0159

井上一貫堂薬局 小川町大字腰越43 0493-72-2536
えびす堂薬局 小川町大字大塚96-3 0493-81-7620
大河堂薬局 小川町大字青山1471 0493-72-4600
オオツカ薬局 小川町大塚913-1 0493-81-4141
おがわまち薬局 小川町大字大塚32-8 0493-72-2088
小川薬剤師会薬局 小川町大字小川713-5 0493-74-6623
小川薬剤師会薬局東小川店 小川町大字東小川3-9-3 0493-74-6646

か行 カネミ薬局 小川町大字大塚1150-1 0493-72-0816
けやき薬局 小川町大字大塚1182 0493-72-7828

さ行 シマダ薬局 小川町大字高谷1165-6 0493-73-1326
ま行 松島薬局 小川町大字大塚148-1 0493-73-2827

ミドリ薬局 小川町みどりが丘2-10-1 0493-71-3120
医科 清水小児科アレルギークリニック 嵐山町大字菅谷512-1 0493-61-2431

さ・な行 西大寺医院 嵐山町大字志賀192-31 0493-62-1286

小 川 町

嵐 山 町
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野崎クリニック 嵐山町千手堂693 0493-61-1810
ま行 みんなの診療所 嵐山町鎌形1331-1 0493-61-0248

武蔵嵐山病院 嵐山町大字太郎丸135 0493-62-7282
や行 吉田医院 嵐山町大字志賀263-124 0493-62-5277
ら行 嵐山清水眼科医院 嵐山町大字志賀204-1 0493-62-7898
わ行 渡辺産婦人科 嵐山町菅谷249-98 0493-62-5885
歯科 かねこ歯科医院 嵐山町大字志賀1-80 0493-62-9137
か行 河添歯科医院 嵐山町むさし台1-19-12 0493-62-7353
さ行 栄田歯科医院 嵐山町志賀205-2 0493-62-7411
た行 田幡歯科医院 嵐山町菅谷131 0493-62-3018
な行 ながさき歯科 嵐山町菅谷249-62 0493-62-4618
ま行 水野歯科医院 嵐山町菅谷154-2 0493-62-7003
ら行 嵐山郷 嵐山町大字古里1848 0493-62-6221

嵐山歯科クリニック 嵐山町むさし台1-33-10 0493-62-1837
調剤 サカエ薬局 嵐山町志賀192-63 0493-62-8534
さ行 島本薬局 嵐山町菅谷４５１ 0493-62-5511
た行 ドルフィン調剤薬局 嵐山町平沢414-7 0493-63-0855
は行 パル薬局嵐山店 嵐山町菅谷513-1 0493-61-0580

平塚薬局菅谷店 嵐山町菅谷463-3 0493-63-0830

ら行 らんざん薬局 嵐山町太郎丸134 0493-81-4197
医科 市川クリニック 滑川町大字月の輪5-4-6 0493-61-0880
あ行 上野医院 滑川町羽尾1077 0493-56-2508

エンゼルクリニック 滑川町大字月の輪1-7 0493-61-0123
さ行 埼玉森林病院 滑川町和泉704 0493-56-3191

森林公園メンタルクリニック 滑川町羽尾495 0493-56-4775
や行 横田診療所 滑川町大字月輪1012-8 0493-62-6965
歯科 天野歯科医院 滑川町羽尾4262 0493-56-4480
あ行 小川デンタルクリニック 滑川町月輪302-1 0493-56-6480
か行 きしざわ歯科医院 滑川町羽尾3594-1 0493-22-7777
た行 つきのわ駅前歯科 滑川町大字月の輪1-4-1 0493-62-0648
な行 なかうら歯科クリニック 滑川町みなみ野3-3-4 0493-56-5115

なめがわモール歯科クリニック 滑川町羽尾2780 ベイシア１F 0493-81-6878
ま行 松本歯科医院 滑川町月輪1344-12 0493-62-5915

めぐろ歯科医院 滑川町月の輪７－２４－３
みき歯科医院 滑川町福田728-1 0493-56-5155

や行 よねだ歯科クリニック 滑川町月輪1518-41 0493-53-4184
調剤 チューリップ薬局つきのわ店 滑川町大字月の輪5-27ー1 0493-61-0310
た行 つきのわクローバ薬局 滑川町月の輪一丁目4番地1 0493-61-2885
は行 ひばり薬局滑川店 滑川町羽尾1094-6 0493-56-5535
医科 鳩山第一クリニック 鳩山町松ｹ丘3-7-2 049-296-6800

滑 川 町

鳩 山 町

嵐 山 町
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は行 福島内科 鳩山町楓ｹ丘4-17-8 049-298-0600
ま行 麻見江ホスピタル 鳩山町大橋字愛宕1066 049-296-1155
歯科 田中歯科クリニック 鳩山町楓ヶ丘1-18-2 049-296-5510

た・ま行 松本歯科医院 鳩山町今宿321 049-296-1405
村上歯科医院 鳩山町今宿525-5 049-296-7422

調剤 鳩山薬局 鳩山町楓ヶ丘4-17-9 049-298-2660
は・ま行 ミドリ薬局　鳩山店 鳩山町松ヶ丘3-6-8 049-296-2717

医科 木乃里クリニック ときがわ町番場50-1 0493-66-0770
か行 こだま医院 ときがわ町桃木186 0493-65-0147
た行 たまがわクリニック ときがわ町五明1267-1 0493-66-0128
な行 南部内科医院 ときがわ町大字西平643-1 0493-67-0438
は行 秡川医院 ときがわ町大字番匠295 0493-65-0043
歯科 小峰歯科医院 ときがわ町玉川2469 0493-66-1118

か・た行 ときがわ歯科診療所 ときがわ町田中295-1 0493-65-1485
ま行 もものき歯科医院 ときがわ町大字桃木1番地 0493-65-5511
調剤 市川堂薬局 ときがわ町馬場51 0493-65-0790

あ・さ行 そうごう薬局ときがわ店 ときがわ町馬場49-6 0493-66-0651

東 秩 父 村 医科 槻川診療所 東秩父村大字安戸128-3 0493-82-1231

鳩 山 町

と き が わ 町
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