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1 53C0000042 シオノ　キヨシ 塩野　潔 塩野医院　総合クリニック 330-0071 さいたま市浦和区上木崎２－１４－２ 048-833-8513 内科、胃腸科 令和5年5月31日

2 53C0000047 シブヤ　ジュンイチ 澁谷　純一 澁谷診療所 338-0002 さいたま市中央区下落合３－４－５ 048-831-7706 外科、内科、皮膚泌尿器科 令和5年6月30日

3 53C0000075 ハシモト　エイジロウ 橋本　英二郎 医療法人　愛慈会　橋本内科クリニック 331-0057 さいたま市西区中野林２６２番地の２ １階 048-622-8321 内科、小児科 令和5年10月31日

4 53C0000078 ミウラ　シゲト 三浦　成人 夢眠クリニック 338-0836 さいたま市桜区町谷３丁目９番１１号 048-837-8500 内科 令和5年11月30日

5 53C0000079 コバヤシ　マサト 小林　正人 こまくさ診療所 338-0012 さいたま市中央区大戸三丁目１２番８号 048-762-8351 内科 令和5年11月30日

6 53C0000080 マエジマ　タダシ 前島　理 こまくさ診療所 338-0012 さいたま市中央区大戸三丁目１２番８号 048-762-8351 内科 令和5年11月30日

7 53C2307021 ゴトウ　ダイスケ 後藤　大輔 ながくらクリニック 331-0074 さいたま市西区大字宝来７７６番地１ 048-729-5737 内科 令和5年12月31日

8 53C2307031 ニイヅマ　サトミ 新妻　聡美 にいづま眼科クリニック 338-0003 さいたま市中央区本町東６－１－３ 048-856-3355 眼科 令和5年12月31日

9 53C2307120 サトウ　ショウイチ 佐藤　匠一 佐藤クリニック 330-0073 さいたま市浦和区元町２－８－１２ 048-886-9240 外科、胃腸内科、肛門外科 令和5年12月31日

10 53C2405185 タカダ　ヒロノブ 高田　博信 高田医院 337-0051 さいたま市見沼区東大宮４丁目３１番地４ 048-663-6122 消化器内科 令和6年12月31日

11 53C2405186 タカハシ　シホコ 髙橋　志保子 高橋クリニック 331-0812 さいたま市北区宮原町２－２２－１２ 048-662-2777 内科 令和6年12月31日

12 53C2405192 ニヒラ　ミツアキ 仁平　光昭 にひら医院 330-0845 さいたま市大宮区仲町２－６１ 048-641-1746 内科 令和6年12月31日

13 53C2405195 ヒダ　ユタカ 肥田　泰 浦和民主診療所 330-0074 さいたま市浦和区北浦和５－１０－７ 048-832-6172 内科、糖尿病科 令和6年12月31日

14 53C2405200 マツモト　ガク 松本　岳 ふたばクリニック 336-0931 さいたま市緑区原山４丁目３３番２４号 048-883-2812 内科、外科 令和6年12月31日

15 53C2405426 アンドウ　タダシ 安藤　正 安藤クリニック 338-0013 さいたま市中央区鈴谷２－７１７－１ 048-795-8908 内科、外科、消化器科、肛門内科 令和6年12月31日

16 53C2500521 イハラ　テツタ 井原　徹太 井原医院 338-0002 さいたま市中央区下落合６－１２－２５ 048-852-4569 内科 令和7年12月31日

17 53C2504201 ユザワ　タカシ 湯澤　俊 湯澤医院 331-0061 さいたま市西区大字西遊馬１２６０－１ 048-624-3974 精神科、内科、小児科 令和7年12月31日

18 53C2507235 オオカワ　ヒロシ 大川　浩 医療法人社団　愛友会　西大宮腎クリニック 331-0078 さいたま市西区西大宮一丁目１８番地１ 048-621-3811 内科（人工腎臓） 令和7年12月31日

19 53C2507262 ニイボリ　シゲオ 新堀　重雄 医療法人　ひかり会　クリニカル病院 339-0077 さいたま市岩槻区馬込２３４ 048-758-2323 内科 令和7年12月31日

20 53C2507286 シマダ　ヒロユキ 島田　浩至
医療法人社団　白報会　在宅クリニック　ドク

ターランド大宮
330-0845 さいたま市大宮区仲町２－６０ 仲町川鍋ビル２階 048-782-6231 内科 令和7年12月31日

21 53C2507300 カヤバ　マコト 萱塲　誠人 夢眠ホスピタルさいたま 330-0804 さいたま市大宮区堀の内町２－５６４ 048-686-2251 内科 令和7年12月31日

22 53C2606107 クノリ　アケオ 九里　暁夫 九里医院 330-0054 さいたま市浦和区東岸町２ー１５ 048-882-9503 内科 令和8年12月31日

23 53C2606118 テイ　コウテツ 鄭　光徹 医療法人社団　光鐘会　おおやま整形外科 336-0017 さいたま市南区南浦和２丁目２番１５号 石田ビル１，２階 048-813-6631 整形外科 令和8年12月31日

24 53C2606370 ワダ　タテヒコ 和田　建彦 医療法人社団　博弘会　ひろクリニック 337-0051 さいたま市見沼区東大宮５－３９－３ 英和ビル５Ｆ－Ａ 048-812-5961 内科 令和8年12月31日

25 53C2606390 タカダ　マサノリ 高田　正則 高田医院 337-0051 さいたま市見沼区東大宮４丁目３１番地４ 048-663-6122 内科 令和8年12月31日

26 53C2607384 ニシムラ　ルリ 西村　瑠里
医療法人社団　白報会　メディカルクリニック

ドクターランド
336-8760 さいたま市緑区美園五丁目５０番地１ イオンモール浦和美園１Ｆ 048-812-1888 内科、訪問診療 令和8年12月31日

27 53C2607386 オジマ　カズヤ 小島　一也
医療法人社団　白報会　在宅クリニック　ドク

ターランド大宮
330-0845 さいたま市大宮区仲町２－６０ 仲町川鍋ビル２階 048-782-6231 内科 令和8年12月31日
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28 53C2607394 クワシマ　ナルオ 桑島　成央 さいたま北クリニック 331-0812 さいたま市北区宮原町二丁目１０３番地３０ 048-662-9615 内科 令和8年12月31日

29 53C2607411 ヤマオカ　ヒロノブ 山岡　啓信 さいたま北クリニック 331-0812 さいたま市北区宮原町二丁目１０３番地３０ 048-662-9615 内科 令和8年12月31日

30 53C2700043 タキモト　マサコ 滝本　正子 滝本眼科医院 330-0055 さいたま市浦和区東高砂町６－１９ 048-882-6769 眼科 令和9年12月31日


