
医　療　機　関

名　　称 所　　　在　　　地 電　話　番　号 診　療　科　目

青木病院 下野堂1-13-27 24-3005
内科・整形外科・呼吸器内科・消化器内科・肝臓内科・泌尿器科・リハビリ
テーション科・リウマチ科・循環器内科・脳神経外科・麻酔科

あたご山クリニック 中央1-7-23 22-8733 耳鼻咽喉科

飯塚内科小児科 栄1-1-33 24-6311 内科・呼吸器内科・胃腸内科・循環器内科・小児科

五十嵐整形外科医院 若泉1-9-8 24-2313 整形外科・リハビリテーション科・リウマチ科・ペインクリニック内科

生坂医院 本庄4-4-12 22-4670 内科・小児科・循環器科・外科・胃腸科・皮膚科・肛門科

池田レディースクリニック 小島南3-1-12 22-2048 産科・婦人科・内科・小児科

岡　病院 北堀810 24-8821
内科・循環器内科・消化器内科・泌尿器科・腎臓内科・人工透析内科・消化器
外科・肛門外科

おかもと内科クリニック 寿2-6-29 22-0075 内科・呼吸器内科・消化器内科

加納内科医院 児玉町蛭川1097-1 72-7353 内科・皮膚科・アレルギー科・心療内科

木村医院 児玉町児玉233 72-7773 内科・小児科・神経内科

くげづか診療所 早稲田の杜3-7-7 71-8885 内科・心療内科・小児科・精神科・神経内科

久保医院 栗崎113 71-7138 内科・糖尿病内科・循環器内科

倉林医院 児玉町金屋1207 72-1341 内科・小児科

恵南クリニック 見福2-27-18 24-0008 皮膚科

児玉清水クリニック 児玉町児玉2486-4 72-7543 内科・皮膚科・泌尿器科・麻酔科

児玉中央病院 児玉町児玉南3-3-1 72-0030 内科・外科・消化器外科・脳神経外科・整形外科・形成外科・泌尿器科

小林クリニック 朝日町2-5-8 23-3371
整形外科・麻酔科・外科・内科・心療内科・リハビリテーション科・アレル
ギー科・リウマチ科

在宅クリニックこだま 児玉町吉田林３９８ー２ 71-6783 内科

清水クリニック 前原1-1-13 22-3358 精神科・内科・心療内科・神経内科・小児科

昭和産婦人科 駅南1-5-23 22-2025 産科・婦人科・内科・小児科

彩北病院 小島5-6-1 21-0111 精神科・神経科・内科・小児科・歯科

鈴木外科病院 児玉町八幡山293 72-1235 外科・消化器外科・ペインクリニック外科・麻酔科・乳腺外科・肛門外科

そのべ病院 千代田3-4-2 21-2171 内科・小児科・消化器科・放射線科

高山整形外科 見福2-27-10 22-3245 整形外科・リハビリテーション科

田所医院 けや木1-8-2 22-3445 外科・内科・循環器内科・放射線科・糖尿病内科

たにかわ眼科クリニック 本庄早稲田の
杜

早稲田の杜3-8-16 24-1121 眼科

塚越内科小児科 本庄1-1-6 22-3152
内科・呼吸器科・消化器科・循環器科・小児科・皮膚科・放射線科・アレル
ギー科・リウマチ科

寺坂医院 西富田329-1 22-3343 耳鼻咽喉科

富沢医院 中央1-1-3 22-2270 内科・小児科・消化器科

どんぐりこども診療所 緑2-12-10 21-8885 小児科・アレルギー科・消化器科・内科

中神内科クリニック 児玉町八幡山321 72-1555 内科・胃腸科・小児科

中沢皮膚科 東台2-6-31 22-1112 皮膚科

中村外科医院 日の出3-7-26 21-6211 外科・泌尿器科・肛門外科・麻酔科・循環器内科・消化器内科・血管外科

橋口小児科整形外科医院 今井327-1 24-8005 小児科・整形外科・リハビリテーション科

服部クリニック 東台4-1-22 24-4671 耳鼻咽喉科・眼科

はにぽんクリニック 東台4-8-25 22-3596 内科・外科・消化器内科・肛門外科・小児科

春山眼科医院 けや木1-5-5 21-2160 眼科

ヒグチクリニック 栗崎122-1 25-5300 内科・整形外科

本庄駅前病院 駅南1-2-32 22-2163
内科・外科・整形外科・形成外科・消化器外科・肛門外科・リハビリテーショ
ン科・放射線科・皮膚科・リウマチ科

本庄児玉病院 児玉町児玉720 73-1611 精神科

本庄総合病院 北堀1780 22-6111
内科・小児科・外科・整形外科・皮膚科・泌尿器科・眼科・耳鼻咽喉科・脳神
経外科・肛門科

本庄脳神経外科･脊椎外科 早稲田の杜5-10-8 23-9156 脳神経外科・整形外科・リハビリテーション科・内科・脳神経内科・麻酔科

本庄皮膚科医院 銀座3-7-21 22-3233 皮膚科

本庄福島病院 千代田1-1-18 22-5211 内科・小児科

本庄早稲田クリニック 早稲田の杜3-14-5 71-8707 循環器内科・消化器内科・呼吸器内科・外科・リハビリテーション科・救急科

本間内科皮膚科クリニック 見福3-5-6 27-6360 内科・皮膚科・神経内科・小児科

松澤医院 駅南1-13-6 22-2282
内科・整形外科・小児科・放射線科・リウマチ科・リハビリテーション科・麻
酔科・ペインクリニック内科・ペインクリニック外科

松本産婦人科医院 千代田1-1-26 24-3377 婦人科・産科・女性内科

美山神経科内科医院 日の出2-2-8 24-5811 神経科・内科・精神科

森田整形外科クリニック 小島1114 23-1610 整形外科・リハビリテーション科・リウマチ科

山田内科医院 五十子1-5-22 24-0108 内科・消化器科・呼吸器科・循環器科・小児科・アレルギー科

吉沢病院 本庄市1216-1 21-7781
内科・リハビリテーション科・消化器内科・呼吸器内科・循環器内科・リウマ
チ膠原病科・放射線科

よしはら整形外科 児玉町長沖265-1 73-1575 整形外科・リウマチ科・リハビリテーション科・内科

本庄市医療関係機関及び相談窓口一覧



歯　科　医　院

名　　称 所　　　在　　　地 電　話　番　号 診　療　科　目

愛歯科クリニック 見福２-２-１ ２４-６４８７ 歯科・小児歯科・矯正歯科・口腔外科

アオバ歯科医院 西富田３３０-２ ７１-９９５５ 歯科・小児歯科・矯正歯科・口腔外科

アリゼデンタルクリニック 寿３-５-１５ ２５-７７７７ 歯科・小児歯科・矯正歯科・口腔外科

飯嶋歯科医院 見福２-１８-４ ２２-１１８２ 歯科・小児歯科・矯正歯科

飯塚歯科医院 中央１-５-２９ ２４-６１６６ 歯科・小児歯科・矯正歯科

石井歯科医院 早稲田の杜３-６-７ ２４-２３０５ 歯科・小児歯科・矯正歯科・口腔外科

石原歯科医院 銀座１-３-１２ ２２-３２４４ 歯科・小児歯科・矯正歯科

牛久保歯科医院 銀座３-５-９ ２４-８２４１ 歯科・小児歯科・口腔外科

内野歯科医院 傍示堂５１８ ２２-２８１７ 歯科・矯正歯科

江川歯科医院 東台１-４-１９ ２２-２７５７ 歯科・小児歯科・口腔外科

大畑歯科医院 児玉町児玉３２３-４ ７２-１１８２ 歯科・小児歯科・矯正歯科・口腔外科

おはなデンタルクリニック 前原1-11-23 ２７-８０８７ 歯科・小児歯科・口腔外科

かとう歯科クリニック 早稲田の杜3-1-5 ２５-７８８８ 歯科・小児歯科・矯正歯科・口腔外科

木田歯科医院 児玉町八幡山１８５-１ ７３-１２００ 歯科・矯正歯科・口腔外科

くぼた歯科医院 駅南１-１７-５ ２３-１８４６ 歯科・小児歯科・矯正歯科

倉林医院歯科 児玉町児玉３８１-１ ７２-０３３２ 歯科・小児歯科

見福歯科医院 見福１-７-７７ ２４-６２０１ 歯科・小児歯科・矯正歯科

さかぐち歯科医院 朝日町３-７-２８ ２３-０３９９ 歯科・小児歯科

佐藤歯科医院 中央１-２-７ ２２-４６６９ 歯科

四季の里歯科クリニック 四季の里２-９-７ ２１-８１１０ 歯科・小児歯科・口腔外科

スエヒロ歯科医院 緑１-１-６ ２４-００４０ 歯科・小児歯科

鈴木歯科クリニック 小島南３-８-６ ２２-４１８８ 歯科・小児歯科

高柳歯科医院 南２-６-１５ ２２-６４８０ 歯科・小児歯科・矯正歯科

竹内歯科医院 小島１-４-１９ ２１-８８１７ 歯科

田島歯科医院 駅南２-９-１０ ２２-３３４２ 歯科・小児歯科

田端歯科医院 児玉町児玉１３１ ７２-０４５３ 歯科

中央歯科医院 駅南２-１５-３ ２１-１８０７ 歯科・小児歯科・口腔外科

中林歯科 児玉町吉田林３９８-１ ７２-７８８４ 歯科・小児歯科・矯正歯科・口腔外科

なかむら矯正歯科医院 見福２-８-１ ２５-５８８８ 矯正歯科

濱坂歯科医院 児玉町蛭川１７５-２ ７２-８８４１ 歯科・小児歯科・矯正歯科・口腔外科

春山歯科医院 児玉町児玉２２４ ７２-０４７２ 歯科・小児歯科

日の出木村歯科 日の出３-３-１３ ２２-６４８８ 歯科・小児歯科・矯正歯科・口腔外科

平山歯科クリニック 児玉町吉田林１９７-１ ７２-８０２０ 歯科・小児歯科

福島歯科 小島１-４-５ ２２-００５５ 歯科・小児歯科

ホワイト歯科 駅南１-９-６　福島ビル１Ｆ ２４-６１４４ 歯科・小児歯科・矯正歯科・口腔外科

本庄さくら歯科クリニック 朝日町３-７-３８ ２７-６４８０ 歯科・小児歯科・矯正歯科・口腔外科

本庄デンタル・クリニック けや木３-２０-１０ ２３-１２５９ 歯科・小児歯科・矯正歯科・口腔外科

みつば歯科クリニック 児玉町児玉１７３２-７ ７２-８２４１ 歯科・小児歯科・矯正歯科・口腔外科

明堂歯科医院 朝日町１-２３-２ ３７-４８９０ 歯科・小児歯科・矯正歯科・口腔外科

茂木歯科医院 児玉町八幡山３９２ ７２-４１２５ 歯科・小児歯科・矯正歯科

もとまち江川歯科医院 本庄１-３-１１ ２３-３８１７ 歯科

もろおか歯科 五十子２-１０-１ ２１-０２２２ 歯科

やしろ歯科医院 本庄１-３-２ ２１-８８４６ 歯科・小児歯科

やない歯科医院 見福５-８-１７ ２２-７７２７ 歯科・小児歯科・矯正歯科

山本歯科医院 見福２-１８-２６ ２１-６２６３ 歯科・小児歯科・矯正歯科



薬　　　局

名　　称 所　　　在　　　地

あい薬局 東台4-1-23

アイン薬局　本庄店 北堀８１１-２

あかり薬局 前原１-２-１７

あすなろ薬局　けや木店 けや木１-５-３

あすなろ薬局　けや木南店 けや木１-８-３

あすなろ薬局　東台店 東台４-８-２７

ウエルシア児玉薬局 児玉町吉田林３８０-１

ウエルシア本庄日の出薬局 日の出４-８６８-１

ウエルシア薬局本庄朝日町店 朝日町3-23-7

ウエルシア薬局本庄児玉南店 児玉町児玉３０８-３

ウエルシア薬局本庄西五十子店 五十子２-５-５

ウエルシア薬局本庄万年寺店 万年寺１-１１-３３

かえで薬局　本庄児玉店 児玉町八幡山３０５-２

共創未来　本庄薬局 寿２-６-２８

きりん薬局本庄 駅南1-2-31

クオール薬局　本庄早稲田店 早稲田の杜5-10-9

クスリのアオキ　けや木薬局 けや木３-１９-１４

クスリのアオキ　千代田薬局 千代田2-5-39

ころころ薬局 緑２-１２-１５

さくら調剤薬局 栗崎１２２-２

スギ薬局　本庄東台店 東台2-5-18

すばる薬局 児玉町八幡山３２７-３

すや薬局　寿店 寿2-3-6

すや薬局栗崎店 栗崎１１４-２

どれみ薬局 西富田３２７-３

なの花薬局本庄おじま店 小島５-１-２４

のぞみ児玉薬局 児玉町長沖２６５-３

のぞみ本庄薬局 下野堂１-１３-３３

ひふみ薬局 早稲田の社３-７-４

ふくろう薬局 中央１-７-２３

フレンド薬局 北堀１７８０-７

フレンド薬局本庄本店 千代田１-５-４

ぽかぽか薬局 本庄市１２１６-３

ほほえみ薬局
本庄１-１-２ 本町ハイツ１０８号
室

本庄くるみ薬局 千代田3-2-11

まごごろ薬局本庄日の出店 日の出２-２-９

みすず薬局 本庄４-４-１５

みなみ薬局 千代田３-４-１

みんなの薬局　早稲田の杜店 早稲田の杜３-８-１６

もみの木薬局 早稲田の杜３-14-６

よつば薬局　本庄駅前店 駅南1-13-3　笑和園ビル1階

らいむ薬局 見福3-3-17

薬局しらさわ 児玉町児玉239

薬局児玉 児玉町児玉594-2

薬局本庄南 見福2-27-18

有限会社松坂屋薬局 児玉町児玉95-2

相　談　窓　口

名　　称 所　　　在　　　地

本庄西地域包括支援センター　
本庄市社会福祉協議会

本庄市銀座１丁目１番１号

本庄東地域包括支援センター　安誠園 本庄市本庄３丁目1番21号

本庄南地域包括支援センター　
シャローム

本庄市今井１２５１番地１

児玉地域包括支援センター 本庄市児玉町金屋１３０２番地１

本庄市生活支援課　 本庄市本庄３－５－３

本庄市介護保険課　 本庄市本庄３－５－３

電　話　番　号

２３-３４５６

２２-４１９３

７１-６５９１

２５-６２８０

７１-８２９３

２７-４６９３

７３-１１５５

２５-５３８１

２１-４４３９

７２-７３８１

２７-６２７１

２７-６６１１

７１-６７４１

２７-６１７２

７１-４３４７

２３-９１８９

７１-６５５３

71-７８１５

２７-５６５６

２２-７２９３

７１-６２１０

７１-５７０３

７１-５５４７

２２-３６１６

２７-８０３０

２７-８０８１

７３-３３３３

２７-６００１

７１-８７７１

７１-７２９６

２５-６０７１

２７-４５５２

７１-８５０５

２７-５０６６

７１-７７０１

７１-７１７７

２７-６６３３

２７-６７３３

２１-１１９３

７１-７７２１

７１-９９６１

２５-８２６６

７２-５５５９

７３-３８００

２３-２３４９

７２-１２５５

電　話　番　号

２２－７０８８

２２－６２６２

２３－９５８０

７３－１５４５

２５－１１９７

２５－１７２２


