
　（戸　田　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 はやふねクリニック 335-0011 下戸田1-1-5 442-5031
内科、循環器科、アレルギー科、
小児科、皮膚科

医療法人
はやふねクリニック

早船　直彦 H19.05.01

2
医療法人社団
さかい皮膚科

335-0011
下戸田1-7-16 ﾀﾞｲﾔﾒｿﾞﾝ戸田公
園1階

442-3141 皮膚科、アレルギー科
医療法人社団
さかい皮膚科

坂井　宏朗 H15.10.01

3 あしやハートクリニック 335-0011 下戸田1-18-2 434-0810 循環器内科、内科、ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 芦矢　浩章 芦矢　浩章 H21.06.05

4
医療法人財団啓明会
中島病院附属　なかじまｸﾘﾆｯｸ

335-0011 下戸田2-9-20 441-1211

内科、呼吸器科、消化器科、循環器
科、小児科、神経内科、外科、整形
外科、形成外科、呼吸器外科、肛門
科、皮膚科、泌尿器科、脳神経外
科、精神科（発達障害のみ）

医療法人財団啓明会 細井　仁 H11.07.16

5 八木医院 335-0012 中町1-2-1 442-2140 内科、小児科 医療法人久寿会 八木　直人 H24.11.01

6 とだ眼科 335-0012 中町1-15-47 442-2620 眼科 塚原　林太郎 塚原　林太郎 R04.04.01

7
医療法人社団康佑会
きざわ整形外科内科

335-0012 中町1-17-7 リベラルⅡ1階 432-1051
整形外科、内科、ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科、
皮膚科

医療法人社団康佑会 高橋　幾京 H24.06.01

8
特別養護老人ホーム
レーベンホーム戸田医務室

335-0012 中町1-29-5 430-1020 内科、外科 社会福祉法人畏敬会 加藤　俊二 H25.04.01

9 宮澤医院 335-0012 中町2-11-8 442-2433 内科、消化器内科 宮澤　茂隆 宮澤　茂隆 R03.10.18

10 戸田おおたクリニック 335-0013 喜沢1-18-8 まるたけﾋﾞﾙ1F 432-5199
内科、外科、整形外科、皮膚科、
ペインクリニック内科、ペインクリニッ
ク整形外科

太田　隆史 太田　隆史 H18.11.16

11 とだ小林医院 335-0013 喜沢1-27-10 441-1511
整形外科、内科、ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科、
呼吸器内科、リウマチ科、放射線科

医療法人地の塩会 小林　洋一 H17.04.01

12 奥村医院 335-0013 喜沢1-33-4 441-5128
内科、糖尿病内科、循環器内科、
リハビリテーション科

奥村　期一 奥村　期一 H25.04.05

13 鈴木メディカルクリニック 335-0013 喜沢1-45-20 443-0765
胃腸内科、消化器内科、外科、
肛門内科、耳鼻咽喉科

医療法人惠志会 鈴木　泰志 H25.11.01

14
特別養護老人ホーム
いきいきタウンとだ　医務室

335-0014 喜沢南2-5-23 432-1500 内科 社会福祉法人ぱる 村田　健 H17.04.01

15
ヤマト運輸㈱
北東京主管支店健康管理室

335-0015 川岸1-1-29 445-8749 内科
ﾔﾏﾄ運輸㈱
北東京主管支店

村上　千夏 H23.04.25

16 ふくだ内科 335-0015 川岸2-7-30 431-3737

内科、循環器内科、小児科、リウマ
チ科、膠原病内科、糖尿病内科、泌
尿器科、脳神経外科、ペインクリニッ
ク内科、血液内科

医療法人翔誠会 中臺　司 H29.11.01

17 とだ井上整形外科 335-0015 川岸2-7-30 2F 432-3111 整形外科、ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 井上　眞治 井上　眞治 H18.12.18

18 杉田耳鼻咽喉科医院 335-0016 下前1-9-22 ﾄﾝﾎﾞﾌﾟﾗｻﾞ1F 433-1687 耳鼻咽喉科、気管食道科 医療法人社団公信会 杉田　公一 H06.06.01

19 とだこどもクリニック 335-0016 下前1-9-22 ﾄﾝﾎﾞﾌﾟﾗｻﾞ2F 432-6511 小児科 杉田　信世 杉田　信世 H06.02.15

20 戸田駅前クリニック 335-0021 新曽330-1 ｸﾞﾗﾝﾄﾞ静扇2F 434-6325 内科、胃腸科、外科、ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科
医療法人社団
戸田駅前ｸﾘﾆｯｸ

小形　滋彦 H14.10.01

21
医療法人社団しゅうめい会
たかはし耳鼻咽喉科

335-0021
新曽523
MOTOHASHI 2001ﾋﾞﾙ1階

447-8741 耳鼻咽喉科
医療法人社団
しゅうめい会

高橋　秀明 H15.10.01

22
Ｔ－ＦＲＯＮＴＥ消化器内科・
外科クリニック

335-0021 新曽６６２　Ｔ－ＦＲＯＮＴＥ３階 287-3007 消化器内科・内科・外科 杉浦　功一 杉浦　功一 H30.02.26

23
医療法人社団紀夢会　戸田駅
前Ｔ－ＦＲＯＮＴＥ大島眼科

335-0021 新曽６６２　Ｔ－ＦＲＯＮＴＥ３階 446-1566 眼科
医療法人社団紀夢会
理事長

松村　眞美 H28.11.01

24
医療法人社団慈泰会
とだ皮膚科クリニック

335-0021
新曽６６２　Ｔ－ＦＲＯＮＴＥ３階３
０２

446-7000 皮膚科 医療法人社団慈泰会 東郷　香奈 H28.10.03

25 石毛小児科 335-0021 新曽759 443-0663 小児科 石毛　久司 石毛　久司 S60.09.20

26 戸田ごとう眼科 335-0021 新曽796 242-5260 眼科 医療法人社団鈴德 後藤　詠美子 H29.11.01

27 戸田ファミリア耳鼻咽喉科 335-0021
新曽796
ユアースポーツ戸田１階

434-4187
耳鼻咽喉科、小児耳鼻咽喉科、
アレルギー科、小児科

呉　崇殷 呉　崇殷 H26.10.07

28 ほそあい内科クリニック 335-0021 新曽813　ﾙ･ｺﾝﾌｫｰﾙ１F 242-5556
内科、糖尿病・代謝内科、循環器内
科、小児科

医療法人社団天地水
風理事長

細合　浩司 R01.05.01

29
一般財団法人　日本健康管理
協会　戸田診療所

335-0021 新曽854-2 442-5333 内科
一般財団法人　日本
健康管理協会　戸田
診療所

鈴木　直子 H26.07.26

30
医療法人社団永和会
沖永整形外科

335-0021 新曽896-1 ﾚｸｾﾙ戸田1F 445-1411
整形外科、ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科、
リウマチ科

医療法人社団永和会 沖永　貴志 H18.10.01

31 内科クリニック松原 335-0021 新曽969-1 433-8899 内科、消化器科、循環器科、小児科 松山　茂樹 松山　茂樹 H17.06.10

32
（一社）蕨戸田市医師会立
戸田休日・平日夜間急患診療所

335-0021 新曽1295-3 445-1130 内科、小児科
一般社団法人
蕨戸田市医師会

小形　滋彦 S63.03.22

33 荘和泉クリニック 335-0021 新曽1705-２ 432-7711
内科、胃腸内科、放射線科、
整形外科

医療法人和泉会 荘　茂 H24.02.01

34
医療法人社団邦玉
豊田脳神経外科クリニック

335-0021
新曽2１６３－１ ウィンサムコート
1階

430-0030 脳神経外科、脳神経内科 医療法人社団邦玉 豊田　富勝 R04.02.01

35
医療法人社団明世会
北戸田クリニック

335-0021
新曽22００-1
北戸田ﾌｧｰｽﾄｹﾞｰﾄﾀﾜｰ1F

441-9029
消化器内科、内視鏡内科、肝臓内
科、漢方内科、内科

医療法人社団明世会 玄　世鋒 H29.11.01

36 北戸田駅前みとおか眼科 335-0021
新曽22００-1
北戸田ﾌｧｰｽﾄｹﾞｰﾄﾀﾜｰ2F

229-3132 眼科 三戸岡　克哉 三戸岡　克哉 H26.03.10

　診　　療　　所　　名　　簿

1/3



　（戸　田　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

　診　　療　　所　　名　　簿

37
白石はなもも
レディースクリニック

335-0021
新曽22００-2
ﾛｲﾔﾙﾒﾄﾞｩ北戸田2F

434-4809 産婦人科 白石　賢也 白石　賢也 H24.09.10

38 歌田乳腺胃腸クリニック 335-0021 新曽2235ﾗｲﾌｺｰﾄ2F 441-0080
乳腺外科、消化器内科、内科、
肛門外科、外科

医療法人社団仁季会 歌田　貴仁 H28.09.01

39 戸田耳鼻咽喉科 335-0021 新曽2235ﾗｲﾌｺｰﾄ2F 441-8733
耳鼻咽喉科、アレルギー科、
小児耳鼻咽喉科、小児科

藤峰　武克 藤峰　武克 H26.09.03

40 河野内科医院 335-0021 新曽2492-1 447-7227 内科、循環器科、呼吸器科、小児科 医療法人洪医会 河野　本生 H18.09.11

41 かずまこどもクリニック 335-0022
上戸田字稲荷木84-2
アンレーヴ戸田１０１号室

430-0101 小児科 數間　雅子 數間　雅子 H23.10.07

42
医療法人社団祥里会
大島内科クリニック

335-0022 上戸田2-1-15 430-2020 内科、循環器内科 医療法人社団祥里会 大島　祥男 H29.12.01

43 戸田中央総合健康管理ｾﾝﾀｰ 335-0022 上戸田2-32-20 442-1118 内科 医療法人社団東光会 平野　隆 R02.07.01

44 戸田整形外科 335-0022 上戸田2-33-21 444-0363
整形外科、ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科、皮膚科、
リウマチ科、胃腸科、外科、肛門科

渡邊　仁 渡邊　仁 H09.02.01

45 医療法人桐山クリニック 335-0022 上戸田3-12-7 434-6788 内科、呼吸器科、胃腸科、小児科
医療法人
桐山クリニック

桐山　裕二 H19.05.01

46 みどり皮膚科 335-0022 上戸田3-26-3 430-1155 皮膚科 田村　春美 田村　春美 H10.03.02

47 スナダ眼科 335-0022 上戸田5-2-6 本橋ﾊｲﾂ101 441-9817 眼科 砂田　昭信 砂田　昭信 S62.12.01

48 戸田の杜クリニック 335-0022
上戸田5-1
ｸﾞﾘｰﾝﾌｫﾚｽﾄ戸田1階

229-3608
内科、小児科、循環器内科、外科、
心臓血管外科

医療法人共生の友 大内　浩 H28.11.01

49
戸田市立健康福祉の杜　特別
養護老人ホーム　戸田ほほえ
みの郷　医務室

335-0022 上戸田5-4 432-2222 内科 戸田市長 佐藤　任宣 H09.07.01

50 篠医院 335-0022 上戸田5-14-7 442-3221 内科、小児科 篠　興太 篠　興太 H13.02.13

51
医療法人社団　東光会
戸田中央リハクリニック

335-0023 本町1-24-7 430-5180 リハビリテーション科 医療法人社団東光会 立野　政雄 H23.06.01

52 かつた整形外科クリニック 335-0023 本町2-16-2 ﾊﾟｰｸｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ1F 430-5511 整形外科、ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科、ﾘｳﾏﾁ科 医療法人 東朋会 勝田　真史 H23.06.01

53 なかむら皮膚科 335-0023
本町2-16-8
ﾌｫｰｼｰｽﾞﾝ２２１A

299-7182 皮膚科、小児皮膚科、アレルギー科 中村　孝伸 中村　孝伸 H28.02.01

54
医療法人社団　朋百会
戸田本町クリニック

335-0023 本町3-9-16　１階 446-7006 内科 医療法人社団朋百会 中谷　博之 H23.08.09

55 西村レディースクリニック 335-0023
本町3-15-21
ｸﾛｰﾊﾞｰﾌﾟﾚｲﾝ戸田公園

447-5311 産婦人科、内科、小児科、皮膚科 西村　進 西村　進 H18.06.21

56 本町こどもクリニック 335-0023 本町3-5-4 420-6200 小児科、アレルギー科 吉田　泰子 吉田　泰子 H22.03.03

57 戸田橋クリニック 335-0023 本町１－２４－２４－２０４
050-3717-
3119

内科、脳神経外科 秋山　真美 秋山　真美 H28.09.15

58 永尾醫院 335-0023 本町4-2-1 441-3773
内科、循環器内科、糖尿病内科、
小児科

医療法人社団悠崇会 永尾　正 H25.05.01

59 戸田中央腎クリニック 335-0023 本町4-13-20 447-6677 内科、人工透析内科 医療法人社団東光会 佐藤　渉 R02.07.01

60 戸田公園オアシスクリニック 335-0023
本町4-14-10
秀栄ビル2階

433-0556 心療内科、精神科、内科 佐藤　文昭 佐藤　文昭 H29.04.01

61 戸田公園駅前眼科医院 335-0023
本町4-14-24
ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞﾙⅡ１階

434-8120 眼科 医療法人　新光会 西山　隆恒 H22.11.01

62 戸田公園いとう耳鼻咽喉科 335-0023 本町4-16-10　大川ビル２階 432-3349
耳鼻咽喉科、アレルギー科、小児
科、呼吸器科、気管食道科

医療法人社団幸城会 伊藤　博之 H19.06.01

63 岩沢レディースクリニック 335-0023 本町4-17-28 WINﾋﾞﾙ301 445-4103 産婦人科、小児科、内科 岩澤　寛治 岩澤　寛治 H19.09.05
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64 戸田公園眼科クリニック 335-0023
本町5-10-23
ﾌｨﾘｼｨﾃｨｰﾄﾀﾞﾊﾟｰｸ１０２

433-0100 眼科
医療法人戸田公園眼
科クリニック

濱口　琢也 H27.12.01

65 わかくさこどもクリニック 335-0023
本町5-12-36
ｴﾄﾜｰﾙ戸田公園1F

434-0026 小児科、小児アレルギー科 医療法人わかくさ会 岩田　京子 H12.06.01

66 公園の街クリニック 335-0023 本町5-13-19-101 447-6571
内科、整形外科、アレルギー内科、
循環器内科、呼吸器内科

野口　雅秀 野口　雅秀 H16.06.08

67 戸田競艇場医務室 335-0024 戸田公園8-22 441-6026 内科
一般財団法人日本
ﾓｰﾀｰﾎﾞｰﾄ競走会

河井　知子 H20.04.01

68 春山クリニック 335-0024
本町4-17-9
ﾌﾟﾗﾝﾄﾞｰﾙ戸田公園101

430-2255 消化器内科、内科
医療法人社団あまゆ
ら

春山　邦夫 R02.07.01

69
医療法人社団
おおたきクリニック

335-0026 新曽南2-3-18 434-6000 内科
医療法人社団
おおたきクリニック

大瀧　和彦 H13.11.01

70
医療法人社団　井奥記念会
桜公園クリニック

335-0026 新曽南3-12-18 446-3950 内科、産婦人科、小児科、消化器科
医療法人社団
井奥記念会

井奥　宏樹 H22.06.01

71
医療法人社団平成医会
平成ゆうわクリニック

335-0026
新曽南4-2-35
とだ優和の杜1階

287-8899 内科
医療法人社団平成医
会

宇仁　淳 H26.02.04

72
特別養護老人ホーム
とだ優和の杜　医務室

335-0026 新曽南4-2-35 449-3010 内科 社会福祉法人優美会 宇仁　淳 H26.02.17

73 戸田市立市民医療センター 335-0031 美女木4-20-1 421-4114
内科、消化器科、循環器科、小児
科、神経内科、整形外科、耳鼻咽喉
科

19 戸田市長 飯島　昌一 S46.10.04

74 カスガメディカルクリニック戸田 335-0031 美女木1-29-9 422-3900 内科 医療法人社団七星会 松永　義弘 H24.04.01

75 日本銀行戸田分館医務室 335-0032 美女木東1-2-1 449-0728 内科 日本銀行発券局長 戸田　晶子 H14.04.25

76
医療法人社団藍盛会
北戸田アイクリニック

335-0032
美女木東1-3-1
ｲｵﾝ北戸田ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ2階

421-3544 眼科 医療法人社団藍盛会 児玉　博 H27.05.01

77
医療法人勇誠会
北町クリニック

335-0033 笹目北町5-10 421-1181 内科、胃腸科、外科、整形外科 医療法人勇誠会 長岡　信彦 H20.01.01

78 さとう埼玉リウマチクリニック 335-0034 笹目１－３３－７ 421-0310 リウマチ内科、内科、糖尿病内科
医療法人リウマチ飛
翔会

佐藤　理仁 R01.11.01

79
一般社団法人労働保健協会
埼玉診療所

335-0034
笹目3-2-1
第2ケヤキコーポ101

090-8859
-8413

内科
一般社団法人
労働保健協会

籏野　脩一 H25.06.25

80 梅田クリニック 335-0034
笹目4-18-11
ﾄﾞﾑｽ笹目102号室

449-0016 内科、胃腸科 医療法人美笹会 梅田　　浩 H19.05.01

81 指扇病院附属笹目クリニック 335-0034 笹目5-20-10 421-5121
内科、外科、整形外科、ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ
科、リウマチ科

医療法人三慶会 鈴木　祥江 H17.08.01

82 くらんど整形外科 335-0035 笹目南町33-2 487-7758
整形外科、リハビリテーション科、
リウマチ科

橋本　蔵人 橋本　蔵人 H31.03.12

83
医療法人社団敬天会
北戸田駅前クリニック

335-0037
下笹目字谷口116-3
プリムヴェールE北戸田２・３階

431-8123
腎臓内科、内科、人工透析内科、
血管外科

医療法人社団敬天会 江口　亜弥 H30.03.10

84 北戸田こどもクリニック 335-0021 新曽1991　リノリーゾ１階102 445-0077 小児科、アレルギー科
医療法人社団きたこ
ど会

磯村　寛樹 R03.05.01

85 北戸田ナノ整形外科クリニック 335-0021 新曽1991　リノリーゾ201号室 229-8117 整形外科、リハビリテーション科 医療法人社団幸希会 加藤　仲幸 R03.06.01

86 戸田なかたに整形外科 335-0021 新曽984-1 291-8200 整形外科、リハビリテーション科 中谷　知薫 中谷　知薫 R01.10.01

87
一般財団法人日本予防医学協
会埼玉戸田健診診療所

335-0034
笹目5-9-11　ローズハイツ笹目
102

423-8107 内科
一般財団法人日本予
防医学協会

大塚　洋久 R01.10.15

88
医療法人勇誠会こうゆうクリニッ
ク

335-0021 新曽1935 290-8832
内科、整形外科、リハビリテーション
科、外科

医療法人勇誠会 公平　不二雄 R02.03.01

89 北戸田ハートクリニック 335-0021 新曽1991　リノリーゾ２階202 443-8010 内科、循環器内科 平澤　泰宏 平澤　泰宏 R02.03.04

90 戸田笹目耳鼻科 335-0034 笹目1-33-14 421-8733
耳鼻咽喉科、麻酔科、内科、アレル
ギー科

中上　桂吾 中上　桂吾 R03.03.02

91
戸田市福祉保健センター内診
療所

335-0034 上戸田5-6 229-0709 内科 戸田市長 飯島　昌一 R03.04.30

92
医療法人翔誠会もとはしクリ
ニック

335-0014 喜沢南2-7-14 431-5500
内科、呼吸器内科、循環器内科、ア
レルギー科

医療法人翔誠会 本橋　典久 R03.06.15

93
戸田市スポーツセンター内診療
所

335-0021 新曽1286 443-3523 内科 戸田市長 早舩　直彦 R03.08.01

94
一般財団法人産業保健振興財
団埼玉診療所

335-0034
笹目5-9-11　ローズハイツ笹目
102

212-7411 内科、歯科
一般財団法人産業保
健振興財団

篠原　智子 R03.11.24
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