
氏名 郵便番号 所在地 施設名 電話番号

穐吉 亮平 343-8555 越谷市 南越谷 ２丁目１－５０ 獨協医科大学埼玉医療センター 048-965-1111

安達 のどか 330-8777 さいたま市中央区 新都心 １－２ 埼玉県立小児医療センター 048-601-2200

穴澤 卯太郎 343-8555 越谷市 南越谷 ２－１－５０ 獨協医科大学埼玉医療センター 048-965-1111

荒木 幸仁 359-8513 所沢市 並木 ３－２ 防衛医科大学校 04-2995-1686

飯塚 敏行 369-0305 児玉郡 上里町神保原町 ２２１８－３ 飯塚耳鼻咽喉科医院 0495-34-2313

池園 哲郎 350-0495 入間郡 毛呂山町 毛呂本郷３８ 埼玉医科大学 0492-76-1253

石岡 薫 350-0066 川越市 連雀町 ９－３ はつかり耳鼻咽喉科クリニック 049-227-3756

石川 浩太郎 359-8555 所沢市 並木 ４－１ 国立障害者リハビリテーションセンター病院 04-2995-3100

石川 淳一 366-0824 深谷市 西島町 ３－１７－６５ 石川医院・耳鼻咽喉科 048-571-0038

市耒 浩人 358-0054 入間市 野田 435-1 小川耳鼻咽喉科気管食道科医院 04-2932-3344

伊藤 彰紀 350-0495 入間郡 毛呂山町 毛呂本郷３８ 埼玉医科大学 049-276-1229

伊藤 菜穂子 351-0034 朝霞市 西原 ２－４－１７　ジェミニビル１Ｆ 伊藤耳鼻科クリニック 048-486-0087

稲木 勝英 364-0033 北本市 本町 ４－２０－１ いなぎ　ｅｎｔ　クリニック 048-593-4567

井上 さと美 340-0028 草加市 谷塚 １丁目１６番１９号 やつか耳鼻咽喉科 048-920-3387

井上 良江 343-0025 越谷市 大沢 ３丁目９番２４号 井上耳鼻咽喉科 0489-79-4300

井原 伽奈子 343-8555 越谷市 南越谷 ２－１－５０ 獨協医科大学埼玉医療センター 048-965-1111

今井 直子 330-8777 さいたま市中央区 新都心 1-2 埼玉県立　小児医療センター 048-758-1811

内田 亮 342-0038 吉川市 美南 2－23－1　3F うちだ耳鼻咽喉科 048-983-1234

内田 亮介 352-0001 新座市 東北 １－７－２ 新座志木中央総合病院 048-474-7211

宇都宮 桃子 354-0018 富士見市 西みずほ台 1-19-5 医療法人　皐八会　武田耳鼻咽喉科 0492-54-8733

江洲 欣彦 330-8503 さいたま市大宮区 天沼町 １－８４７ 自治医科大学附属　さいたま医療センター 048-647-2111

榎本 知恵 355-0016 東松山市 材木町 ２番２９号 榎本耳鼻咽喉科 0493-22-3478

大江 絵理 340-0814 八潮市南川崎８４５ 八潮中央総合病院 048-996-1131

大木 雅文 350-8550 川越市 鴨田辻道町 １９８１ 埼玉医科大学総合医療センター 049-228-3685

大木 幹文 364-8501 北本市 荒井 ６－１００ 北里大学メディカルセンター 048-593-1212

大久保 はるか 351-0114 和光市 本町 2-6　レインボープラザ３階 医療法人慶和会　和光耳鼻咽喉科医院 048-467-0889

大塚 崇志 359-1131 所沢市 久米 ５５０－７ 所沢耳鼻咽喉科 04-2995-5716

大塚 尚志 359-1131 所沢市 久米 ５５０－７ 所沢耳鼻咽喉科 042-995-5716

大出 茂典 337-0005 さいたま市見沼区 小深作 ５６６ 七里耳鼻咽喉科 048-687-3387

大橋 健太郎 364-8501 北本市 荒井 ６－１００ 北里大学メディカルセンター 048-593-1212

大平 泰行 350-0023
川越市 大字並木 ２４６－１　リヴォーレ中田１階
１号室

医）博光会　おおひら耳鼻咽喉科 049-236-0323

大前 由紀雄 350-1317 狭山市 水野 ４９－１９ 大生水野クリニック 04-2957-0501

大村 隆代 362-8588 上尾市 柏座 １－１０－１０ 上尾中央総合病院 048-773-1111
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岡部 邦彦 363-0011 桶川市 北 １－２２－９ おかべ耳鼻咽喉科医院 048-772-3492

岡部 素子 362-0074 上尾市 春日 1-36-35 かすが耳鼻咽喉科医院 048-777-3051

岡本 孝 331-0823
さいたま市北区 日進町 ２－９２５－１　ＫＴＤビル
３階

おかもと耳鼻咽喉科 048-654-7557

岡吉 洋平 335-0023 戸田市 本町 １－１９－３ 医療法人社団　東光会　戸田中央総合病院 048-442-1111

小川 明 358-0054 入間市 野田 ４３５－１ 小川耳鼻咽喉科気管食道科医院 04-2932-3344

小川 郁男 350-2203 鶴ヶ島市 上広谷 ８－１５ 鶴ヶ島耳鼻咽喉科診療所 049-286-3387

奥 雄介 331-0064 さいたま市 西区佐知川 228-6 おくクリニック 048-623-3387

小野田 恵子 347-0018 加須市 浜町 1-5 おのだ耳鼻咽喉科 0480-63-3387

柿崎 景子 347-0055 加須市 中央 １－７－１０ 柿崎耳鼻咽喉科医院 0480-62-5627

片岡 丈志 350-1102 川越市 的場北 １－３－９ 片岡耳鼻咽喉科医院 049-231-3941

片野 宏明 336-0926 さいたま市緑区 東浦和 ３－１３－１１ 片野耳鼻咽喉科 048-874-7110

加藤 高行 340-0814 八潮市 南川崎 845 医療法人社団協友会　八潮中央総合病院 048-996-1131

門野 由紀子 340-0041 草加市 松原 5-1-6 藤本医院 048-941-3473

金沢 弘美 330-8503 さいたま市 大宮区天沼町 1-847 自治医科大学さいたま医療センター 048-647-2111

上浦 大輝 333-0808
川口市 大字長蔵新田 764-8　戸塚安行医療
モール101

戸塚安行かみうら耳鼻咽喉科 048-298-0500

亀森 真理子 367-0053 本庄市 中央 １－７－２３ あたご山クリニック 0495-22-8733

加家壁 美樹子 350-1211 日高市 大字森戸新田 99番地１ 医療法人　積仁会　旭ヶ丘病院 042-989-1121

川口 顕一朗 337-0042 さいたま市見沼区 南中野 ４２２－１ みなみなかのたけのこ耳鼻咽喉科 048-685-3387

川名 弓美 359-1117 所沢市 有楽町 １６－２１ 岡田耳鼻咽喉科 04-2926-8505

河野 淳 337-0042 さいたま市見沼区南中野   422-1 みなみなかのたけのこ耳鼻咽喉科 0486-85-3387

神田 有紀 336-0967
さいたま市 緑区美園 5-50-1　イオンモール浦
和美園1階

メディカルクリニック　ドクターランド 0570-089-067

菊地 茂 350-8550 川越市 鴨田 １９８１ 埼玉医科大学総合医療センター 049-228-3685

北田 良裕 334-0005 川口市 里 372　メディカルガーデン川口１F 鳩ヶ谷耳鼻咽喉科 048-299-8733

木下 慎吾 362-8588 上尾市 柏座 １－１０－１０ 上尾中央総合病院 048-773-1111

木原 紀子 340-0014 草加市 住吉 １－５－６ 医）紀和会　森田耳鼻咽喉科 048-922-5031

久喜 まき子 368-0045 秩父市 道生町 ７－５ 久喜医院 0494-23-6161

工藤 逸大 351-8551 朝霞市 西弁財 １－８－１０ ＴＭＧあさか医療センター 048-466-2055

窪田 和 330-8503 さいたま市大宮区 天沼町 １－８４７ 自治医科大学附属さいたま医療センター 048-647-2111

栗岡 隆臣 359-8513 所沢市 並木 3−２ 防衛医科大学校病院 04-2995-1511

栗田 昭宏 338-8553 さいたま市中央区 新都心 １－５ さいたま赤十字病院 048-852-1111

小出 暢章 362-0806 北足立郡伊奈町 大字小室 ８１８ 埼玉県立がんセンター 048-722-1111

光野 瑛美 336-0026 さいたま市 南区辻 1-26-8 とくまる耳鼻咽喉科 048-838-3387

小柏 靖直 356-0011 ふじみ野市 福岡 931 上福岡総合病院 049-266-0111

小宮山 櫻子 340-0205 久喜市 外野 ４６６－１ 岸田医院 0480-58-5111

近藤 麻里亜 331-0812 さいたま市北区 宮原町 １－４０８ 羽石耳鼻咽喉科 048-653-7500
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齋藤 晶 351-0114 和光市 本町 ２－６　レインボープラザ３０８ 和光耳鼻咽喉科医院 048-467-0889

斉藤 秀行 359-1126 所沢市 西住吉 ６－２２ 斉藤耳鼻咽喉科医院 04-2922-3980

坂田 英明 350-1122 川越市 脇田 １０３　川越マイン 川越耳科学研究所クリニック 049-226-3387

酒巻 牧子 360-0811 熊谷市 原島 ５５５番地 医療法人メディチ会　酒巻クリニック 048-527-1200

佐々木 拓雄 335-0004 蕨市 中央 ３－１０－６ 佐々木耳鼻咽喉科クリニック 048-445-7347

佐々木 祐佳子 344-0067 春日部市 中央 １－５２－８ みやざわ耳鼻咽喉科 048-745-8733

笹村 佳美 341-0038
三郷市 中央 1-2-1　ザ・ライオンズ三郷中央Ｃ
－１０２

みさと中央耳鼻咽喉科 0489-52-4187

佐藤 彰芳 356-0003 ふじみ野市 大原 １－１－１４ 佐藤耳鼻咽喉科 049-256-8741

佐藤 賢太郎 362-0063 上尾市 小泉 2-24-3 山﨑耳鼻咽喉科医院 048-725-3315

佐内 明子 351-0006 朝霞市 仲町 １－２－３２　あさかクリニックモール さない耳鼻科クリニック 048-450-3710

塩澤 晃人 336-0027
さいたま市 南区沼影 1丁目22-6　武蔵浦和メ
デイカルビル3F

しおざわ耳鼻咽喉科 048-862-3387

設楽 仁一 356-0005 ふじみ野市 西 １－３－８ 設楽耳鼻科クリニック 049-256-5777

篠田 仲正 332-0015
川口市 川口 ４－２－３６　コスモ川口ステーショ
ンフロント

篠田耳鼻咽喉科医院 048-252-4046

柴﨑 修 366-0052 深谷市 上柴町西 ３－９－２ しばさき耳鼻咽喉科 048-570-0033

清水 浩昭 350-1123 川越市 脇田本町 １１－２　６階　Ｍ・ＴＥＣビル 川越耳鼻咽喉科医院 049-243-8600

新藤 晋 350-0495 入間郡 毛呂山町毛呂本郷 ３８ 埼玉医科大学 049-276-1253

新鍋 晶浩 361-0056 行田市 持田 ３７６ 社会医療法人壮幸会行田総合病院 048-552-1111

杉浦 むつみ 359-1123 所沢市 日吉町 8-11 医療法人　久我クリニック 04-2923-8005

鈴木 惠美子 335-0013 戸田市 喜沢 １－４５－２０ 鈴木メデカルクリニック 048-443-0765

関根 大喜 351-0102 和光市 諏訪 ２－１ 国立病院機構　埼玉病院 048-462-1101

関根 麻美子 362-0064
上尾市 大字小敷谷８４５－１ 西上尾第一団地２
－３８－１０２

あげお第一診療所 048-726-2765

関本 邦彦 354-0025 富士見市 関沢 ２－２５－５１ 関本耳鼻咽喉科医院 049-251-4133

髙橋 直人 331-0823 さいたま市北区 日進町 3-534-1 みやはら耳鼻咽喉科 048-653-8733

髙橋 秀明 335-0021 戸田市 新曽 ５２３　モトハシ２００１ビル　１Ｆ たかはし耳鼻咽喉科 048-447-8741

高橋 容 350-0825 川越市 月吉町 ３８－２ 高橋耳鼻咽喉科医院 049-225-4374

高橋 佳孝 349-1117
久喜市 南栗橋 ４－１４－１　南栗橋シティセン
タービル２階

たかはし耳鼻咽喉科 0480-48-6666

髙松 眞奈美 336-0027 さいたま市 南区沼影 １ー10ー１ー２階 たかまつ耳鼻咽喉科 048-845-1133

田上 聡一郎 330-0841 さいたま市大宮区 東町 ２－１７２ たがみ耳鼻咽喉科 048-641-2710

瀧口 賀隆 350-1331
狭山市 新狭山 ２－９－２１　ワコー第１新狭山マ
ンション１Ｆ

耳鼻咽喉科たんぽぽクリニック 04-2937-6261

武井 聡 336-8522 さいたま市緑区 三室 ２４６０ さいたま市立病院 048-873-4111

武石 容子 330-0845 さいたま市大宮区 仲町 １－８９ 耳鼻咽喉科市川医院 048-641-0464

竹田 眞知子 331-0061 さいたま市西区 西遊馬 １２６０ 湯澤医院 048-624-3974

竹内 成夫 350-8550 川越市 鴨田 １９８１番地 埼玉医科大学　総合医療センター 0492-28-3400

竹村 栄毅 343-0828 越谷市 レイクタウン 6-1-10 レイクタウンたけの子耳鼻咽喉科 048-990-3387

田所 慎 359-1151 所沢市 若狭 ２－１６７１
独立行政法人　国立病院機構　西埼玉中央病
院

04-2948-1111
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田中 是 350-8550 川越市 鴨田辻道町 １９８１ 埼玉医科大学総合医療センター 049-228-3685

田中 康広 343-8555 越谷市 南越谷 ２－１－５０ 獨協医科大学埼玉医療センター 048-965-1111

田中 雄一 359-1163 所沢市 西狭山ケ丘 １丁目－３１１８番地－１１ 田中耳鼻いんこう科 04-2948-1166

田村 敦 358-0001 入間市 向陽台 2－1－4 自衛隊入間病院 042-955-7440

角田 玲子 339-8501 さいたま市岩槻区 浮谷 ３２０ 目白大学　耳科学研究所クリニック 048-797-3341

椿 恵樹 337-0053 さいたま市見沼区 大和田町 １－９５９－２ つばき耳鼻咽喉科 048-685-8313

壷坂 俊仁 338-0837 さいたま市桜区 田島 ５－１９－１ つぼさか耳鼻咽喉科クリニック 048-826-5477

寺田 寿美子 337-0051 さいたま市見沼区 東大宮 ２－１－１０ 半田耳鼻咽喉科医院 048-663-7316

徳丸 晶子 343-0842 越谷市 蒲生旭町 １３番１号 とくまる耳鼻咽喉科 048-986-1394

徳丸 裕 336-0026 さいたま市南区 辻 １－２６－８ とくまる耳鼻咽喉科 048-838-3387

登坂 薫 343-0816 越谷市 弥生町 １－８ 登坂耳鼻咽喉科医院 048-962-7119

冨岡 亮太 338-0837 さいたま市桜区 田島 ４－３５－１７ 医療法人社団　松弘会　三愛病院 048-866-1717

中上 桂吾 335-0034 戸田市 笹目 １−３３−１４ 戸田笹目耳鼻科 048-421-8733

中川 美紀 343-0813 越谷市 越ケ谷 ５－２－５ 中川耳鼻咽喉科医院 048-964-3387

中川 嘉隆 337-0042 さいたま市見沼区 南中野 422-1 みなみなかのたけのこ耳鼻咽喉科 048-685-3387

中島 正己 362-0001 上尾市 上 848−7 上尾かみクリニック 048-777-6600

中原 奈々 336-8522 さいたま市 緑区三室 2460番地 さいたま市立病院 048-873-4111

中村 真美子 331-0804
さいたま市北区 土呂町 ２丁目１２番２０号　コス
モスクエア３階

なかむら耳鼻咽喉科クリニック 048-663-3387

奈良林 修 343-0031
越谷市 大里 １９３－１　大里メディカルプラザ１
階

越谷おおさと耳鼻科 048-973-3387

西嶌 嘉容 343-8555 越谷市 南越谷 2-1-50 獨協医科大学埼玉医療センター 048-965-1111

二藤 隆春 350-8550 川越市 鴨田 １９８１番地 埼玉医科大学　総合医療センター 049-228-3685

野崎 信行 355-0328 比企郡 小川町 大塚１１４９－１ 耳鼻咽喉科野崎医院 0493-72-0389

野村 務 350-0283 坂戸市 けやき台 １－１ 明海大学歯学部付属明海大学病院 049-279-2733

野村 文敬 340-8560 草加市 草加 二丁目２１番１号 草加市立病院 048-946-2200

長谷川 雅世 330-8503 さいたま市大宮区 天沼町 １－８４７ 自治医科大学附属　さいたま医療センター 048-647-2111

畑 仁美 350-2201
鶴ヶ島市 富士見 1-2-1ﾜｶﾊﾞｳｫｰｸ2階ﾒﾃﾞｨｶﾙ
ﾓｰﾙ内

よしなみ耳鼻科クリニック 049-279-3387

畑中 章生 362-8588 上尾市 柏座 1-10-10 上尾中央総合病院 048-773-1111

馬塲 完仁 355-0062 東松山市 西本宿 １９８６ 医療法人　高坂耳鼻咽喉科医院 0493-35-5410

馬塲 有加 355-0062 東松山市 西本宿 1986 高坂耳鼻咽喉科医院 0493-35-5410

林 聡子 354-0021 富士見市 鶴馬 １９６７－１ イムス富士見総合病院 049-251-3060

原 睦子 362-0075 上尾市 柏座 １－１０－１０ 上尾中央総合病院 048-773-1111

原田 宏一 363-0022 桶川市 若宮 １－７－１９　パークサイド若宮１０１ 原田耳鼻咽喉科医院 048-787-5616

伴 裕子 338-0837 さいたま市桜区 田島 ９－１２－１２ 伴医院 048-862-5917

肥田 修 331-8577 さいたま市 北区土呂町 1522 彩の国東大宮メディカルセンター 048-665-6111

肥田 和恵 362-0075 上尾市 柏座 １－１０－１０ 上尾中央総合病院 048-773-1111
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飛田 正 352-0003 新座市 北野 １－１－１４ 飛田耳鼻咽喉科 048-479-4062

兵頭 義浩 354-0044 入間郡 三芳町北永井 ８９０－６ 三芳野病院 049-259-3333

深谷 和正 355-0072 東松山市 石橋 １８１６－９ 深谷耳鼻咽喉科クリニック 0493-24-3387

伏木 宏彰 339-8501 さいたま市岩槻区 浮谷 ３２０ 目白大学耳科学研究所クリニック 048-797-3341

藤峰 武克 335-0021 戸田市 新曽 ２２３５　ライフコート２階 戸田耳鼻咽喉科 048-441-8733

星田 茂 346-8530 久喜市 上早見 418-1
社会医療法人社団　埼玉巨樹の会　新久喜総
合病院

0480-26-0033

細田 兵之助 357-0024 飯能市 緑町 １８－１２ 細田耳鼻咽喉科医院 042-972-1441

堀越 友美 350-8550 川越市 鴨田 １９８１番地 埼玉医科大学総合医療センター 049-228-3411

前田 真由香 359-0042 所沢市 並木 ３－２ 防衛医科大学校病院 04-2995-1686

増田 毅 351-0025 朝霞市 三原 ２－１３－２８ 医療法人　増田耳鼻咽喉科医院 048-463-9218

松岡 理奈 343-0023 越谷市 東越谷 １０丁目４７番１号 越谷市立病院 048-965-2221

松澤 真吾 330-8503 さいたま市大宮区 天沼町 １丁目８４７番地 自治医科大学附属　さいたま医療センター 048-647-2111

松本 千織 362-0007 上尾市 久保 １８－１０ きたあげお耳鼻咽喉科クリニック 048-871-5768

三須 俊宏 352-0003 新座市 北野 ３－１８－１５ 三須耳鼻咽喉科 048-480-1187

水谷 哲弥 330-0804 さいたま市大宮区 堀ノ内町 １丁目２１０番地 水谷耳鼻咽喉科クリニック 048-645-3387

水野 文恵 349-0123 蓮田市 本町 ３番１７号 医療法人　一心会　蓮田一心会病院 048-764-6411

溝上 大輔 359-1151 所沢市 若狭 ２丁目１６７１番地 西埼玉中央病院 04-2948-1111

南 和彦 351-0022 朝霞市 東弁財 1－5－18　カロータ２F 朝霞台駅前みなみ耳鼻咽喉 048-474-8733

峯岸 成 333-0869 川口市 芝宮根町 １－１３ みねぎし耳鼻咽喉科クリニック 048-264-3387

宮川 昌久 351-0114 和光市 本町 ２－６　レインボープラザ３０８ 医療法人　和光耳鼻咽喉科医院 048-467-0889

宮澤 哲夫 344-0067 春日部市 中央 １－５２－８ みやざわ耳鼻咽喉科 048-745-8733

村井 裕子 336-0026 さいたま市 南区辻 1-26-8 医療法人　慶裕会 048-838-3387

村上 敦史 350-1305 狭山市 入間川 ３－２１－５ 村上耳鼻咽喉科医院 04-2954-7261

村下 秀和 341-0037 三郷市 高州 １－１８１－２ むらした耳鼻咽喉科 048-948-3387

森 浩一 359-8555 所沢市 並木 ４－１ 国立障害者リハビリテーションセンター 04-2995-3100

森田 優登 351-0023 朝霞市 溝沼 1340-1 TMGあさか医療センター 048-466-2055

矢嶋 裕徳 332-0017
川口市 栄町 １丁目１２番２１号　シティデュオタ
ワー川口２０６

やじま耳鼻咽喉科 048-241-8733

八代 利伸 332-0021 川口市 西川口 ２－２－９ 八代耳鼻咽喉科 048-252-6387

山川 博毅 330-0074 さいたま市浦和区 北浦和 ４－９－３ ＪＣＨＯ埼玉メディカルセンター 048-832-4951

山口 晋太郎 344-8588 春日部市 中央 六丁目７番地１ 春日部市立医療センター 048-735-1261

山田 久美子 330-0855 さいたま市大宮区 上小町 ８４１　メック上小１０１ 内村医院 048-641-3383

山本 大喜 331-0054 さいたま市西区 大字島根 ２９９－１ 社会医療法人　さいたま市民医療センター 048-626-0011

吉田 尚弘 330-8503 さいたま市大宮区 天沼町 １－８４７ 自治医科大学附属さいたま医療センター 048-647-2111

吉田 正弘 348-0052 羽生市 東 ５－１７－２７　ＡＳＵＫＡビル３階 よしだ耳鼻咽喉科 048-560-3387

吉田 悌友 343-0845 越谷市 南越谷 ４－１６－６ 吉田耳鼻咽喉科クリニック 0489-88-3387
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吉本 亮一 350-1305
狭山市 入間川 １－３－２　スカイテラス商業棟３
０１A

狭山市駅前よしもと耳鼻咽喉科 04-2900-1187

米川 博之 330-0846
さいたま市大宮区 大門町 2丁目118　大宮門街
WEST4F

大宮東口耳鼻咽喉科クリニック 048-783-3319

若山 貴久子 330-0062 さいたま市浦和区 仲町 １丁目１番６号 医）若久会　若山医院 眼科耳鼻咽喉科 048-822-2250

若山 禎 365-0038 鴻巣市 本町 ３－１０－１６ わかやま耳鼻咽喉科クリニック 048-541-0208

渡邊 一夫 330-0081 さいたま市中央区 新都心 ４－７　林ビル１Ｆ けやき耳鼻咽喉科クリニック 048-851-1333

6


