
　（蕨　市）
施　設　名 郵便番号 所　在　地 電 話 診　療　科　目 病床数  開 設 者 管 理 者 開設年月日

1 たかくぼ内科クリニック 335-0001 北町2-9-7 432-7555
脳神経外科、内科、ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科、
糖尿病内科、脂質代謝内科

高窪　野恵 高窪　野恵 R04.04.01

2 蕨市成人健診センター 335-0001 北町2-12-15 431-5590
内科、外科、婦人科、眼科、
耳鼻咽喉科、放射線科

蕨市長 鷲見　禎仁 H02.07.20

3 わらびひだまりクリニック 335-0001 北町3-4-28　２F 446-7290 小児科、皮膚科、内科
医療法人社団田中
ウィメンズ・クリニック

本城　美智恵 R03.05.01

4
特別養護老人ホーム
蕨サンクチュアリ　医務室

335-0001 北町5-12-5 441-9598 内科 社会福祉法人寧幸会 小板橋　和博 S57.05.10

5
特別養護老人ホーム
第２蕨　サンクチュアリ　医務室

335-0001 北町5-13-20 441-3153 内科 社会福祉法人寧幸会 小板橋　和博 H12.04.01

6 河野整形外科 335-0002
塚越1-6-14　第一商事ビル２
階

443-7411 整形外科、ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 河野　亮平 河野　亮平 R02.12.01

7
アイケアクリニックかわぐち蕨
院

335-0002
塚越1-6-14　第一商事ビル１
階

446-6629 眼科 医療法人社団トータルアイケア 武田　幸人 R03.06.01

8 菊池整形外科 335-0002 塚越2-6-7 447-3321 整形外科 医療法人公仁会 菊池　公男 H10.10.01

9
ももたろう腎・泌尿器科
クリニック

335-0002
塚越2-6-7　パラドールⅡ　1-
B

430-2266 泌尿器科、腎臓内科 医療法人社団桃彩会 船橋　健二郎 R02.09.01

10 栗原内科医院 335-0002 塚越2-17-4 444-8828 内科、胃腸科、循環器科
医療法人
栗原内科医院

小山　祐康 S62.01.20

11 飯田クリニック 335-0003 南町2-14-8 441-2730
内科、消化器内科、性感染症内科、
婦人科、小児科

飯田　努 飯田　努 H24.08.01

12 三和町診療所 335-0003 南町2-23-6 441-2701 内科、放射線科 榛沢　進 榛沢　進 S63.01.01

13
特別養護老人ホーム
いきいきタウン蕨

335-0003 南町2-32-20 290-8132 内科、精神科 社会福祉法人ぱる 玄　世鋒 H27.04.01

14 シティタワーわらび皮膚科 335-0004 中央1-7-1　ｼﾃｨﾀﾜｰ蕨101 229-1257 皮膚科、アレルギー科 医療法人社団安順会 川口　順啓 R03.05.01

15 よこたクリニック 335-0004 中央1-7-1　ｼﾃｨﾀﾜｰ蕨104 420-5588 内科、胃腸内科、肛門内科 医療法人社団渓秀会 横田　秀雄 H28.05.01

16
シティタワーわらび
キッズクリニック

335-0004 中央1-7-1　ｼﾃｨﾀﾜｰ蕨　1F 242-5885 小児科、アレルギー科 医療法人社団碧桐会 片桐　敏郎 R03.04.01

17
医療法人社団
八木橋眼科医院

335-0004 中央1-8-3 431-2261 眼科
医療法人社団
八木橋眼科医院

八木橋　俊之 H02.01.04

18 ふたばクリニック 335-0004
中央1-10-11 ｼｬﾛｰﾑわらび
2F

430-0562 精神科、心療内科 医療法人ふたばの会 熊谷　久代 H18.09.01

19
医療法人社団東仁会
埼仁クリニック蕨

335-0004 中央1-13-7 430-5771
内科、腎臓内科、循環器内科、血液
透析内科、泌尿器科

医療法人社団東仁会 岩藤　和広 R02.06.01

20
沖電気工業株式会社
蕨健康推進室

335-0004 中央1-16-8 431-7007 内科、外科、精神科
沖電気工業㈱コーポ
レート本部人事総務部

百田　哲 S61.11.18

21 わらび中央内科クリニック 335-0004 中央1-17-35 ｸﾘｴｲﾄﾋﾞﾙ1F 433-6800 内科、呼吸器科 獅子原　孝輔 獅子原　孝輔 H10.09.11

22
医療法人　蕨セントラル整形
外科

335-0004 中央1-17-35 ｸﾘｴｲﾄﾋﾞﾙ2F 433-2270 整形外科、ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科
医療法人
蕨セントラル整形外科

楠元　恵一 H13.11.01

23
医療法人社団
ワラビーこどもクリニック

335-0004 中央1-17-35 ｸﾘｴｲﾄﾋﾞﾙ3F 431-1800 小児科、アレルギー科
医療法人社団ワラ
ビーこどもクリニック

島崎　信次郎 H16.09.01

24 ひかる眼科 335-0004 中央1-17-35 ｸﾘｴｲﾄﾋﾞﾙ3F 446-0011 眼科 医療法人社団泰成会 葉山　文恵 H26.03.01

25 わらび耳鼻科 335-0004 中央1-34-2 431-7004 耳鼻咽喉科、泌尿器科 上田　忠和 上田　忠和 S62.03.19

26 やますげ医院 335-0004 中央2-4-3 431-2739 内科、消化器科、小児科 医療法人社団仁恵会 山菅　忍 H06.01.05

27 おくだ整形外科・内科 335-0004 中央3-3-15 ｵｸﾀﾞﾔﾋﾞﾙ2F 447-4332
整形外科、内科、皮膚科、
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科、ﾘｳﾏﾁ科

医療法人寺田会 寺田　仁久 H15.11.01

28
医療法人社団桃李会
佐々木耳鼻咽喉科・眼科クリニック

335-0004 中央3-10-6 445-7347 耳鼻咽喉科、眼科 医療法人社団桃李会 佐々木拓雄 H01.03.01

29 みなと医院 335-0004 中央3-15-22 431-2411
内科、小児科、小児外科、
呼吸器内科、こう門外科

医療法人社団太朗会 湊　進太朗 H27.05.01

30 わらび整形外科 335-0004 中央3-12-15 桜橋ﾋﾞﾙ1F 433-7121
整形外科、ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科、
内科、形成外科、皮膚科

小泉　良 小泉　良 H18.05.16

31
医療法人治水会
斎藤クリニック

335-0004 中央3-19-14 445-5311
外科、内科、胃腸科、
整形外科、脳神経外科

医療法人治水会 斎藤　　裕　　 H12.08.01

32 関根内科クリニック 335-0004 中央3-31-8 ﾖｳｶﾞｲﾊｲﾂ101 432-9000 内科、神経内科 関根　成郎 関根　成郎 H16.07.12

33 前島クリニック 335-0004 中央4-2-25 431-2574 内科、小児科 前島　和博 前島　和博 H02.01.17

34 中村医院 335-0004 中央4-4-12 445-5450 内科、小児科、循環器科 中村　泰之 中村　泰之 H18.01.01

35
（一社）蕨戸田市医師会立
蕨休日・平日夜間急患診療所

335-0004 中央4-9-22 431-2611 内科、小児科
一般社団法人
蕨戸田市医師会

金子　健二 S58.05.20

36 大内クリニック 335-0004 中央4-12-5 447-3565 耳鼻咽喉科 大内　寛 大内　寛 H05.01.18

37 金子医院 335-0004 中央4-13-2 431-2071 内科、小児科、放射線科 ゆや 金子　健二 H19.06.01

38 しょう内科クリニック 335-0004 中央5-12-21 432-2418 内科、リウマチ科、アレルギー科 医療法人財団荘仁会 荘   信博 S63.02.01

39
医療法人社団仁真会
辻川ホームクリニック

335-0004
中央5-19-16　プレミールＪＩＮ
１Ｆ

446-6376 内科、老年内科、皮膚科 医療法人社団仁真会 辻川　昭仁 H29.03.01

40
医療法人社団美草会
菊地医院

335-0005 錦町2-20-12 442-5745 内科、小児科、外科、皮膚科 医療法人社団美草会 森田　幹太 H24.06.01

41
大日本印刷健康保険組合
蕨診療所

335-0005 錦町4-5-1 444-1111 内科
大日本印刷
健康保険組合

島田　和典 S47.12.15

42 田代内科 335-0005 錦町5-3-28-102 447-6222 内科、循環器内科 医療法人田代内科 田代　享一 H28.11.01

43 わたなべ整形外科 335-0005
錦町5-3-28
蕨ｸﾘﾆｯｸﾀｳﾝ103号室

433-6500
整形外科、ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科、
リウマチ科

医療法人社団　健悠
会

渡辺　健 H20.07.01

44 あそか眼科 335-0005
錦町5-3-28
蕨ｸﾘﾆｯｸﾀｳﾝ202号室

287-8606 眼科 二宮　務 二宮　務 H29.09.01

45
特別養護老人ホーム
レーベンホームわらび医務室

335-0004 蕨市中央７丁目３７番１６号 430-1020 内科、外科 社会福祉法人畏敬会 加藤　俊二 H31.02.01

46 錦町整形外科内科 335-0005 錦町1-10-10 229-1301 整形外科、内科、ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 医療法人康和会 柳下　昌史 R01.10.29

47
わらび駅前耳鼻咽喉科クリ
ニック

335-0002
塚越1-6-14　第一商事ビル２
階

443-3387 耳鼻咽喉科 医療法人慶裕会 村井　裕子 R03.03.01

48 蕨市保健センター内診療所 335-0001 北町2-12-15 431-5590 内科 蕨市長 飯田　努 R03.05.15

49 多恵皮ふ科 335-0005
錦町1-12-1　ビバモール蕨錦
町メディカルゾーン

229-8571 皮膚科、アレルギー科、美容皮膚科 井上　多恵 井上　多恵 R03.06.01

50 あんずスカイ内科 335-0005
錦町1-12-1　ビバモール蕨錦
町メディカルゾーン

430-7750 内科、糖尿病内科、小児科 鈴木　杏奈 鈴木　杏奈 R03.09.01
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