
先進医療実施施設一覧：埼玉県                 2019 年 9 月 18 日現在 

●先進医療登録システムに登録し、厚生労働省ホームページ「先進医療を実施している医療機関の一覧(※)」に掲載されている施

設情報を掲載しています。情報更新のタイミングにより、双方の情報が異なる場合がありますのでご注意ください。 

 ※先進医療を実施している医療機関の一覧：http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/sensiniryo/kikan02.html 

●掲載されている実施施設につきまして、その診療内容を当学会が保証するものではありません。 

公益社団法人 日本白内障屈折矯正手術学会 

施設名 郵便番号 住所 電話番号 

医療法人社団 豊栄会  
さだまつ眼科クリニック 

〒344-0035 春日部市谷原新田2213-1 048-731-5040 

さけみ眼科 〒359-1161 所沢市狭山ヶ丘１丁目2994-5 04-2947-4382 

医療法人社団 聖凌会 中村眼科 〒350-0044 川越市通町22-2 049-227-7277 

医療法人社団 優美会 川口あおぞら眼科 〒332-0012 川口市本町4丁目4-16 048-227-2020 

大宮七里眼科 〒337-0017 さいたま市見沼区風渡野678-1 048-686-7000 

医療法人社団彩鳴会 やながわ眼科 〒339-0054 さいたま市岩槻区仲町1丁目2-23 048-767-7007 

医療法人共愛会 新越谷アイクリニック 〒343-9845 越谷市南越谷１丁目11-4 048-988-8686 

眼科龍雲堂医院 〒353-0004 志木市本町４丁目3-17 048-471-0200 

医療法人白水会 栗原眼科病院 〒348-0045 羽生市下岩瀬289 048-562-0070 

生生眼科クリニック 〒340-0053 草加市旭町3丁目1-4 048-933-3865 

川越西眼科 〒350-1107 川越市的場新町8-5 049-239-0777 

医療法人社団 明優会 宮原眼科医院 〒331-0812 さいたま市北区宮原町3丁目400-1 048-665-0001 

こんの眼科 〒330-0061 さいたま市浦和区常盤10丁目7-11 048-830-0533 

医療法人社団 東飯会 東飯能眼科 〒357-0023 飯能市岩沢283-5 042-975-2525 

医療法人社団 正祐会  
かがやき眼科皮膚科クリニック 

〒343-0823 越谷市相模町3丁目244-9 048-999-6071 

医療法人社団 トータルアイケア  
アイケアクリニック 

〒340-0034 草加市氷川町829 048-929-6006 

医療法人社団 順孝会 あだち眼科 〒347-0015 加須市南大桑1620-1 0480-65-5988 

たかしまアイクリニック 〒330-0044 さいたま市浦和区瀬ケ崎3丁目1-25 048-885-4146 

社会福祉法人 恩賜財団 済生会支部  
埼玉県 済生会 川口総合病院 

〒332-8558 川口市西川口5丁目11-5 048-253-1551 

医療法人社団実直会 川口とみた眼科 〒332-0015 
川口市川口6丁目2-1 
川口駅西口医療モール２F 

048-430-7788 

医療法人 行定病院 〒350-1123 川越市脇田本町4-13 049-242-0382 

医療法人早来良会 高萩さくら眼科 〒350-1213 日高市高萩605-1 1F 042-978-8630 

医療法人ひかり会 パーク病院 〒349-0215 白岡市千駄野1086-1 0480-91-6200 
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医療法人社団 豊栄会 ほしあい眼科 〒336-0963 さいたま市緑区大門字内町4295 048-812-2266 

医療法人 三愛会 三愛会総合病院 〒341-0003 三郷市彦成3丁目7-17 0489-58-3111 

しらさき眼科医院 〒362-0803 北足立郡伊奈町大針847-1 048-792-0249 

正田眼科 〒366-0026 深谷市稲荷町1丁目2-15 048-571-1198 

医療法人アイシン よつばアイクリニック 〒365-0038 鴻巣市本町2丁目6-4 048-541-1231 

医療法人 視心会 えのき眼科 〒350-1316 狭山市南入曽565-11 04-2999-0666 

春日部市立医療センター 〒344-8588 春日部市中央6丁目7-1 045-735-1261 

米山眼科 〒338-0837 さいたま市桜区田島5丁目22-23 048-839-7707 

医療法人社団 豊栄会 岩槻いまい眼科 〒339-0061 さいたま市岩槻区岩槻502 048-790-5656 

独立行政法人 地域医療機能推進機構  
埼玉メディカルセンター 

〒330-0074 さいたま市浦和区北浦和4丁目9-3 048-832-4951 

医療法人 順正会 したら眼科クリニック 〒369-0301 児玉郡上里町金久保767 0495-33-8333 

はんがい眼科 〒337-0041 さいたま市見沼区南中丸680 048-681-0101 

医療法人社団 明優会  
宮原眼科大宮クリニック  

〒330-0854 
さいたま市大宮区桜木町2丁目1-1 
大宮アルシェ６F 

048-641-6000 

大野眼科クリニック  〒351-0034 朝霞市西原2丁目14-18 048-424-3733 

熊谷中央眼科  〒360-0833 熊谷市広瀬87-7 048-526-1010 

たにかわ眼科クリニック  〒358-0002 入間市東町7丁目14-12 04-2960-1121 

医療法人 知世会 林眼科  〒360-0843 熊谷市三ケ尻335 048-533-5222 

杉浦眼科  〒344-0067 春日部市中央1丁目50-6 048-731-1301 

よこづか眼科 〒362-0007 上尾市久保457-8 048-779-2300 

医療法人社団 東飯会 浦和中央眼科  〒336-0042 さいたま市南区大谷口2492 048-875-3555 

医療法人 久康会 南与野たにかわ眼科  〒338-0013 さいたま市中央区鈴谷2丁目633 048-859-8080 

医療法人社団 たかの眼科 〒360-0041 熊谷市宮町２丁目１ 048-521-2759 
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施設名 郵便番号 住所 電話番号 

服部クリニック 〒367-0021 本庄市東台4丁目1−22 0495-24-4671 

埼玉医科大学病院 〒350-0495 入間郡毛呂山町大字毛呂本郷38 049-276-1250 

医療法人 しんみ会 中村眼科 〒332-0021 
川口市西川口1-26-10 
サンビーム西川口１F 

048-240-6007 

宇野眼科医院 〒353-0006 志木市館2-7-11-103 048-472-6202 

川口眼科 〒332-0023 川口市飯塚2-2-14 048-252-6341 

医療法人 大宮はまだ眼科 〒331-0052 さいたま市西区三橋6-607-1 048-620-7777 

医療法人康久会 
たにかわ眼科クリニック本庄早稲田の杜  

〒367-0030 本庄市早稲田の杜3-8-16 0495-24-1121 

三郷中央きむら眼科   〒341-0038 三郷市中央2-2-4 048-954-8938 
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