
 

 

令和3年9月28日 

 

 

 埼玉県知事 大野 元裕 様 

 

 

住 所 埼玉県入間郡毛呂山町毛呂本郷38番地 

申請者     学校法人 埼玉医科大学 

                        氏 名 理事長  丸 木 清 之  印 

 

 

埼玉医科大学国際医療センターの地域医療支援病院の業務報告について 

 

 

標記について、医療法第12条の2の規定に基づき、令和２年度の業務に関して報告します。 

 

 

記 

 

 

１ 開設者の住所及び氏名 

住所 埼玉県入間郡毛呂山町毛呂本郷38番地 

氏名 学校法人 埼玉医科大学 

 （注）開設者が法人である場合は、「住所」欄には法人の主たる事務所の所在地を、「氏名」欄には

法人の名称を記入すること。 

 

２ 名称 

 

３ 所在の場所 

〒350-1298 

埼玉県日高市山根1397-1     電話042-984-4433 

  

４ 病床数 

精神病床 感染症病床 結核病床 療養病床 一般病床 合計 

0床 0床 0床 0床 700床 700床 

 

 

 

 

 

 

埼玉医科大学国際医療センター 



 

５ 施設の構造設備 

施設名 設備概要 

集中治療室 

（主な設備） 

人工呼吸装置、その他の救急蘇生装置、心電計、心細動除去装置、 

ペースメーカー等 

 病床数 24床 

生化学検査室 

（主な設備） 

生化学自動分析装置、免疫自動分析装置、全自動免疫化学発光システム、検体

前処理装置、糖尿病検査自動分析装置、検体搬送システム、臨床化学自動分析装

置、自動エンザイムイムノアッセイ装置、血液ガス分析測定装置、エンドトキシ

ン、β-Dグルカン測定装置、臨床検査用分光高度計、遠心機、バイオメディカル

フリーザー、薬用冷蔵ショーケース 

 

細菌検査室 

（主な設備） 

迅速微生物同定用MALD-TOF質量分析装置、血液培養自動分析装置、全自動同定

感受性検査システム、嫌気培養機器、培養機器、抗酸菌培養自動分析装置、自動

遺伝子検査装置、小型微量高速遠心機、PCR装置、電気泳動装置、ゲル撮影装

置、安全キャビネット、遠心機、光学顕微鏡、ディープフリーザー、薬用冷蔵シ

ョーケース、乾熱滅菌機、オートクレーブ 

 

病理検査室 

（主な設備） 

ドラフト、撮影装置、クリオスタッド、自動包埋装置、ミクロトーム、パラフ

ィン伸展器、パラフィン溶融器、蒸留装置、自動染色装置、自動免疫染色装置、

自動封入装置、遠心機、安全キャビネット、 

自動免疫染色装置、ディープフリーザー、光学顕微鏡、蛍光顕微鏡、 

薬用冷蔵ショーケース 

病理解剖室 
（主な設備） 

病理解剖設備一式、ホルマリン排水槽、切出し台、撮影装置 

研究室 

（主な設備） 

光学顕微鏡、蛍光顕微鏡、ディープフリーザー、遠心機、薬液冷蔵庫、クリー

ンベンチ、超純水装置、マイクロプレートリーダー、ルミノ・イメージアナライ

ザー、リアルタイム定量PCR装置、キャピラリーシーケンサー、レーザーマイク

ロダイセクション 

 

講義室 

（主な設備）音響、マイク、スピーカー、プロジェクター 

 大講堂（教育研究棟）定員 162人 

大会議室（管理棟） 定員 80人 

図書室 室数 1 室    蔵所数 40,000冊程度 

救急用又は患者

搬送用自動車 

保有台数  救急用 1台 

（主な設備） 

ストレッチャー、携帯型酸素ボンベ、生体情報モニターなど 

医薬品情報管理室 ［専用室の場合］    床面積 10.67㎡ 

(注) 主な設備は、主たる医療機器、研究用機器、教育用機器等を記入すること。 



 

他の病院又は診療所から紹介された患者に対し医療を提供する体制が整備されていることを証する書 

類及び救急医療の提供実績 

 

１．地域医療支援病院紹介率及び地域医療支援病院逆紹介率 

 

(注) １ 「地域医療支援病院紹介率」欄は、ＡをＢで除した数に100を乗じて、小数点以下第１位ま

で記入すること。 

(注) ２ 「地域医療支援病院逆紹介率」欄は、ＣをＢで除した数に100を乗じて、小数点以下第１位

まで記入すること。 

(注) ３ それぞれの患者数については、前年度の延数を記入すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域医療支援病院 

紹介率 
78.1％ 

算定 

期間 
令和2年4月1日 ～ 令和3年3月31日 

地域医療支援病院 

逆紹介率 
114.8％ 

算出 

根拠 

Ａ：紹介患者の数 7,115人 

Ｂ：初診患者の数 9,106人 

Ｃ：逆紹介患者の数 10,457人 



 

救急医療を提供する能力を有することを証する書類 

 

１ 重症救急患者の受入れに対応できる医療従事者の確保状況 

※  別紙参照  

 

２ 重症救急患者のための病床の確保状況 

優先的に使用できる病床 99床 

専用病床  50床 

(注) 一般病床以外の病床を含む場合は、病床区分ごとに記載すること。 

 

３ 重症救急患者に必要な検査、治療を行うために必要な診療施設の概要  

施 設 名 床 面 積 設  備  概  要 24時間使用の可否 

A棟1階 199.4㎡ 

（主な設備） 

病床数14床、心電図モニター装置

（ﾊﾟﾙｽｵｷｼﾒｰﾀｰ･二酸化炭素分圧測定

など内蔵）、除細動器、呼吸循環監視

装置、人工呼吸装置、超音波診断装

置、ポータブルX線撮影装置、救急蘇

生装置、ペースメーカー、心電計、

微量輸液装置、自家発電装置、電解

質定量検査装置、血液ガス分析装置

等 

可 

A棟1階ICU 317.36㎡ 

（主な設備） 

病床数12床、心電図モニター装置

（ﾊﾟﾙｽｵｷｼﾒｰﾀｰ･二酸化炭素分圧測定

など内蔵）、除細動器、呼吸循環監視

装置、人工呼吸装置、超音波診断装

置、ポータブルX線撮影装置、救急蘇

生装置、ペースメーカー、心電計、

微量輸液装置、自家発電装置、電解

質定量検査装置、血液ガス分析装置

等 

可 

CCU 

 
331.01㎡ 

（主な設備） 

病床数12床、心電図モニター装置

（ﾊﾟﾙｽｵｷｼﾒｰﾀｰ･二酸化炭素分圧測定

など内蔵）、除細動器、呼吸循環監視

装置、人工呼吸装置、超音波診断装

置、ポータブルX線撮影装置、救急蘇

生装置、ペースメーカー、心電計、

微量輸液装置、自家発電装置、電解

質定量検査装置、血液ガス分析装置 

等 

可 



 

B棟3階SCU 312.0㎡ 

（主な設備） 

病床数12床、心電図モニター装置

（ﾊﾟﾙｽｵｷｼﾒｰﾀｰ･二酸化炭素分圧測定

など内蔵）、除細動器、呼吸循環監視

装置、人工呼吸器装置、酸素濃度測

定装置、血液ガス分析装置、超音波

診断装置、電解質定量検査装置、ポ

ータブルX線撮影装置、自家発電装

置、救急蘇生装置、ペースメーカ

ー、心電計、微量輸液装置 等 

可 

B棟3階 1060.47㎡ 

（主な設備） 

病床数24床、心電図モニター装置

（ﾊﾟﾙｽｵｷｼﾒｰﾀｰ･二酸化炭素分圧測定

など内蔵）、除細動器、呼吸循環監視

装置、救急蘇生装置、心電計、微量

輸液装置 等 

可 

B棟4階 1209.26㎡ 

（主な設備） 

病床数28床、心電図モニター装置

（ﾊﾟﾙｽｵｷｼﾒｰﾀｰ･二酸化炭素分圧測定

など内蔵）、除細動器、呼吸循環監視

装置、救急蘇生装置、心電計、微量

輸液装置 等 

可 

A棟6階 1395.49㎡ 

（主な設備） 

病床数47床、心電図モニター装置

（ﾊﾟﾙｽｵｷｼﾒｰﾀｰ･二酸化炭素分圧測定

など内蔵）、除細動器、呼吸循環監視

装置、救急蘇生装置、心電計、微量

輸液装置 等 

可 



 

初療室 474.38㎡ 

（主な設備） 

診療室4、処置室1、観察室5、初療室

5、心電図モニター装置（ﾊﾟﾙｽｵｷｼﾒｰﾀ

ｰ･二酸化炭素分圧測定など内蔵）、除

細動器、呼吸循環監視装置、人工呼

吸装置、血液ガス分析装置、超音波

診断装置、電解質定量検査装置、救

急蘇生装置、心電計、微量輸液装置 

等 

可 

 

 

４ 備考 

・救急病院（平成19年9月2日） 

・救命救急センター（平成20年6月12日） 

(注) 特定の診療科において、重症救急患者の受入体制を確保する場合には、その旨を記載するこ

と。 

   既に、救急病院等を定める省令（昭和39年厚生省令第８号）に基づき都道府県知事の救急病院

の認定を受けている病院、救急医療対策の設備事業について（昭和52年７月６日付け医発第692号

厚生省医務局長通知）に基づき救急医療を実施している病院にあっては、その旨を記載するこ

と。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

５ 救急医療の提供の実績  

救急用又は患者輸送自動車により搬入した

救急患者の数 

3,835人 

（ 3,028人 ） 

上記以外の救急患者の数 
189人 

（ 46人 ） 

合計 
4,024人 

（3,074人 ） 

  

（注）それぞれの患者数については、前年度の延べ数を記入すること。 

 括弧内には、それぞれの患者数のうち入院を要した患者数を記載すること。 

 

６ 救急用又は患者輸送用自動車 

 

救急用又は患者輸送用自動車 

 

 

・救急用自動車   １台 

 

  



 

地域医療従事者による診療、研究又は研修のための利用（共同利用）のための体制が整備されている 

ことを証する書類 

 

１ 共同利用の実績 

・共同利用を行った医療機関の延べ数 373施設 

（これらのうち、開設者と直接関係の無い医療機関の延べ数 332施設 

 

・放射線診断機器（CT,MRI,RI、PET）の共同利用実績 

CT 229件、MRI 150件、RI 14件、PET 75件 

 

・共同利用ベッドの実績 0件 

(注) 前年度において共同利用を行った実績がある場合において、当該前年度の共同利用を行った医

療機関の延べ数、これらの医療機関のうち開設者と直接関係のない医療機関の延べ数、共同利用

に係る病床の病床利用率を明記すること。 

 

２ 共同利用の範囲等 

・外来・入院患者診療への参加 

・手術への参加 

・放射線診断機器（CT,MRI,RI,PET）の利用 

・研究施設（会議室・図書室）の利用 

・共同連携ベッドの利用 

・病理解剖（受託） 

(注) 当該病院の建物の全部若しくは一部、設備、器械又は器具のうち、共同利用の対象とする予定

のものを明記すること。 

 

３ 共同利用の体制 

 ア 共同利用に関する規定の有無 有・無 

 

 イ 利用医師等登録制度の担当者 氏 名： 

                 職 種：事務務職（地域医療連携室） 

(注) 共同利用に関する規定が有る場合には、当該規定の写しを添付すること。 

 

４ 登録医療機関の名簿 

※  別紙参照 

 

常時共同利用可能な病床数  5床 

  



 

地域医療従事者の資質の向上を図るための研修を行わせる能力を有することの証明 

１ 研修の内容 

別紙のとおり 

 

２ 研修の実績 

（１）地域の医療従事者への実施回数 4 回 

（２）（１）の合計研修者数 171人（うち当該病院以外の研修者数 124 人） 

(注) １ 研修には、当該病院以外の地域の医療従事者が含まれるものを記入すること。 

(注) ２ （２）には、前年度の研修生の実数を記入すること。 

 

 

３ 研修の体制 

 ア 研修プログラムの有無 有・無 

 イ 研修委員会設置の有無 有・無 

 ウ 研修指導者 

  

研修指導医 職種 診療科 役職 

臨床

経験

年数 

特記事項 

 医師   教授 39 
病院長・臨床研修センター長・教育

責任者 

 医師 肝胆膵外科 教授 27 副院長 

 医師 医療安全対策室  教授 36 副院長・医療安全対策室長 

 医師 小児心臓外科   教授 38 副院長・心臓病センター長 

 医師 脳卒中外科 教授 31 副院長・脳卒中センター長 

 看護師 看護部 部長 34 副院長・看護部長 

 医師 麻酔科 教授 36 
院長補佐・中央手術インターベン

ション部長 

 医師 救命救急科 教授 32 
院長補佐・救命救急センター長・教

育支援センター長 

 医師 婦人科腫瘍科 教授 42 
院長補佐・包括的がんセンター長・

臨床試験支援センター長 

 医師 
感染症科・感染

制御科 
教授 33 院長補佐・感染対策室長 



 

 医師 
心臓リハビリテー

ション科 
教授 38 院長補佐・診療情報管理室長 

 医師 放射線腫瘍科 教授 38 院長補佐・中央放射線部長 

 医師 病院診療科 教授 27 院長補佐・臨床研修センター室長 

 医師 脳脊髄腫瘍科 教授 41   

 医師 小児腫瘍科 教授 36   

 医師 造血器腫瘍科 教授 31   

 医師 婦人科腫瘍科 教授 24   

 医師 泌尿器腫瘍科 准教授 23   

 医師 乳腺腫瘍科 教授 35   

 医師 皮膚腫瘍科 教授 24   

 医師 頭頸部腫瘍科 教授 39   

 医師 形成外科 准教授 23   

 医師 骨軟部腫瘍科 教授 29   

 医師 支持医療科 教授 37 緩和ケアセンター長 

 医師 精神腫瘍科 教授 35 
総合相談センター長・がん相談支

援センター長 

 医師 消化器内視鏡科 教授 30 
消化器病センター長・内視鏡検査

治療センター長 

 医師 消化器腫瘍科 教授 29 がんゲノム医療センター長 

 医師 上部消化管外科 教授 37   

 医師 下部消化管外科 教授 23   

 医師 呼吸器外科 准教授 36   



 

 医師 呼吸器内科 教授 33 呼吸器病センター長 

 医師 心臓内科 教授 39 難治性心不全治療センター長 

 医師 不整脈科 教授 32   

 医師 心臓血管外科 教授 23   

 医師 小児心臓科   教授 40   

 医師 地域医療科 准教授 26 地域連携室長 

 医師 脳血管内治療科 教授 30   

 医師 救命救急科 講師 20   

 医師 脳卒中内科 教授 34   

 医師 
運動・呼吸器リハ

ビリテーション科 
教授 35 国際診療支援部長 

 医師 画像診断科 教授 28   

 医師 核医学科 教授 31 放射線安全管理室長 

 医師 病理診断部  教授 33 病理診断部長 

 医師 
内分泌内科・糖

尿病内科 
准教授 28   

 医師 
口腔ケア（歯科口

腔外科） 
准教授 27   

 医師 集中治療科 教授 34   

 医師 
輸血・細胞移植

部 
教授 34 輸血・細胞移植部長 

 医師 血液浄化部  准教授 22 血液浄化部長 

 医師 中央検査部  教授 31 中央検査部長 

 医師 栄養部  教授 28 栄養部長 



 

 薬剤師 
がんゲノム医療

センター 
教授 33 薬剤部長 

 

 

４ 研修実施のための施設及び設備の概要 

施  設  名 床 面 積 設   備   概   要 

教育研究棟 大講堂 299.40㎡ 
（主な設備） 

音響、マイク、スピーカー、プロジェクタ

ー 

管理棟 大会議室 158.38㎡ 

（主な設備） 

音響、マイク、スピーカー、プロジェクタ

ー 

 

診療並びに病院の管理及び運営に関する諸記録の管理方法に関する書類 

 

管理責任者氏名 病院長  

管理担当者氏名 診療情報管理室長  

 

  保管場所 分  類  方  法 

診療に関する諸記録 

 病院日誌、各科診療日誌、処方せん､手

術記録、看護記録、検査所見記録､エック

ス線写真、紹介状、退院した患者に係る入

院期間中の診療経過の要約 

診療情報管理室 ・患者番号 

病院の管

理及び運

営に関す

る諸記録 

共同利用の実績 医務課・総務課 ・月別、年度別 

救急医療の提供の実績 医務課・総務課 ・月別、年度別 

地域の医療従事者の資質の向上

を図るための研修の実績 
医務課・総務課 ・月別、年度別 

閲覧実績 診療情報管理室 ・月別、年度別 

紹介患者に対する医療提供及び

他の病院又は診療所に対する患

者紹介の実績の数を明らかにす

る帳簿 

地域医療連携室 ・月別、年度別 

(注) 「診療に関する諸記録」欄には、個々の記録について記入する必要はなく、全体としての管理

方法の概略を記入すること。 

 

 

 

 



 

 

診療並びに病院の管理及び運営に関する諸記録の閲覧方法に関する書類 

 

閲覧責任者氏名 病院長  

閲覧担当者氏名 診療情報管理室長  

閲覧の求めに応じる場所 診療情報管理室 

閲覧の手続の概要 

 
閲覧の手続きに則り、申請を受けたものについて適正に閲覧を認める。なお、すべての記録の閲覧
には当院の当該担当所轄部門職員が立ち会うものとする。 

  

 

前年度の総閲覧件数 0件 

閲 覧 者 別 

医師 0件 

歯科医師 0件 

地方公共団体 0件 

その他 0件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

委員会の開催の実績 

 

(注) 委員会の開催回数及び議論の概要については、前年度のものを記載すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

委員会の開催回数 

 

 

  1 回 

令和2年4月～令和2年12月まで厚生労

働省事務連絡により休止とした。 

 

委員会における議論の概要 

 

【第1回】Web会議 

開催日時：令和3年2月9日（火） 

・令和元年度定期報告 

・教育支援センターより今後の業務展開について 

・新型コロナ感染症の対応について 

・F棟建設について 

・地域医療連携室より連絡事項 

 



 

患者相談の実績 （令和２年度）  

 

患者相談を行う場所 

 

 

相談窓口・相談室・その他（各病棟等） 

 

主として患者相談を行った者 

 

医療ソーシャルワーカー（社会福祉士）６名 

看護師  ２名（内１名非常勤） 

 

患者相談件数 

 

 

2,843件 

 

患者相談の概要 

 

令和元年度実績 

【患者相談の主な内容】 

１． 退院・転院相談（退院：介護保険利用外の患者、難病患者等に対する援助） 

       （転院：転院に関する援助全般）  

２． 社会資源利用に関する相談（各種手帳・年金・手当・公費医療・補装具・日常生活用具・ 

治療材料等の活用援助、公的機関との連携） 

３． 心理的サポート（患者・家族の主として心理的な支援に関すること） 

４． 経済的問題についての相談（健康保険・公費負担制度の活用援助・医療費支払いに関する援

助） 

５． 受診相談（当院受診に関する援助） 

６． 虐待対応（成人・小児虐待、事故・不適切養育等に関する相談・対応、関係機関との連絡調

整） 

７． 就労相談（就労に関する相談全般、ハローワークによる就労相談対応窓口等） 

 

【講じた対策】 

１． 退院・転院支援として、地域の病院との連携を図った。 

２． 認知症ケアサポートチームが発足し、多職種と共に対応した。 

３． 患者サポート体制を取り、多職種と連携を取りながら患者・家族の相談対応を行った。 

４． ハローワークによる就職相談会を月に1回開催し、就労支援に努めた。 

５． がん診療連携拠点病院として、がん相談支援センターの周知・がん相談・患者会等がん相談支

援センターとしての役割に努めた。 

 

(注) 患者相談の概要については、相談内容を適切に分類し記載するとともに、相談に基づき講

じた対策等があれば併せて記載すること。また、個人が同定されないよう配慮すること。 



 

 その他の地域医療支援病院に求められる取組みに関する書類（任意） 
 
 
  病院の機能に関する第三者による評価 

①  病院の機能に関する第三者による評価の有無 有・無 

 ・評価を行った機関名、評価を受けた時期 

JCI  2018年5月 

JCEP  2020年3月 

JMIP  2020年5月 

JIH  2018年7月 

日本医療機能評価 2021年4月 

 

(注)医療機能に関する第三者による評価については、日本医療機能評価機構等による評価があるこ

と。 

 

２  果たしている役割に関する情報発信 

①  果たしている役割に関する情報発信の有無 有・無 

 ・情報発信の方法、内容等の概要 

病院ホームページにて、地域医療支援病院のページを作り、地域に向けたお知らせ等の情報発信を

積極的に行なっている。 

 

 

３ 退院調整部門 

①  退院調整部門の有無 有・無 

 ・退院調整部門の概要 

患者支援センターを設立し、専従看護師14名を配置している。 

入院前支援では予定入院患者に対し、入院前支援を実施している。 

退院支援では、入院後3日以内に退院困難な要因を有する患者を抽出し、患者・家族の意向を確認

しながら病棟や地域との連携を取り、個々の患者にあった退院支援を実施している。また、退院後

も当院に通院予定の患者に対し、外来看護師など情報共有を行い継続支援につなげている。 

 

４  地域連携を促進するための取組み 

①  地域連携クリティカルパスの策定 有・無 

 
・策定した地域連携クリティカルパスの種類・内容 
地域連携クリティカルパス（5大がん・脳卒中） 

・地域連携クリティカルパスを普及させるための取組み 

連携医療機関との調整を図り、円滑な連携を目指している。特に乳がんのパスは地域の医療機関と

も連携を図り積極的に推進している。 

 



 

重症救急患者の受入れに対応できる医療従事者の確保状況 

 

№ 職種 氏   名 勤務の態様 勤務時間 備考 

1 医師  
常勤   専従 

非常勤  非専従 
8:30~17:30 救命救急科 

2 医師  
常勤   専従 

非常勤  非専従 
8:30~17:30    〃 

3 医師  
常勤   専従 

非常勤  非専従 
8:30~17:30    〃 

4 医師  
常勤   専従 

非常勤  非専従 
8:30~17:30    〃 

5 医師  
常勤   専従 

非常勤  非専従 
8:30~17:30    〃 

6 医師  
常勤   専従 

非常勤  非専従 
8:30~17:30    〃 

7 医師  
常勤   専従 

非常勤  非専従 
8:30~17:30    〃 

8 医師  
常勤   専従 

非常勤  非専従 
8:30~17:30    〃 

9 医師  
常勤   専従 

非常勤  非専従 
8:30~17:30    〃 

10 医師  
常勤   専従 

非常勤  非専従 
8:30~17:30    〃 

11 医師  
常勤   専従 

非常勤  非専従 
8:30~17:30    〃 

12 医師  
常勤   専従 

非常勤  非専従 
8:30~17:30    〃 

13 医師  
常勤   専従 

非常勤  非専従 
8:30~17:30    〃 

14 医師  
常勤   専従 

非常勤  非専従 
8:30~17:30    〃 

15 医師  
常勤   専従 

非常勤  非専従 
8:30~17:30 〃  

16 医師  
常勤   専従 

非常勤  非専従 
8:30~17:30 心臓内科 

17 医師  
常勤   専従 

非常勤  非専従 
8:30~17:30    〃 

18 医師  
常勤   専従 

非常勤  非専従 
8:30~17:30    〃 



19 医師  
常勤   専従 

非常勤  非専従 
8:30~17:30    〃 

20 医師  
常勤   専従 

非常勤  非専従 
8:30~17:30    〃 

21 医師  
常勤   専従 

非常勤  非専従 
8:30~17:30    〃 

22 医師  
常勤   専従 

非常勤  非専従 
8:30~17:30    〃 

23 医師  
常勤   専従 

非常勤  非専従 
8:30~17:30    〃 

24 医師  
常勤   専従 

非常勤  非専従 
8:30~17:30    〃 

25 医師  
常勤   専従 

非常勤  非専従 
9:00~17:00    〃 

26 医師  
常勤   専従 

非常勤  非専従 
8:30~17:30    〃 

27 医師  
常勤   専従 

非常勤  非専従 
8:30~17:30    〃 

28 医師  
常勤   専従 

非常勤  非専従 
8:30~17:30    〃 

29 医師  
常勤   専従 

非常勤  非専従 

週 4日 

8:00~17:00 

 

   〃 

30 医師  
常勤   専従 

非常勤  非専従 
8:30~17:30    〃 

31 医師  
常勤   専従 

非常勤  非専従 
8:30~17:30    〃 

32 医師  
常勤   専従 

非常勤  非専従 
8:30~17:30    〃 

33 医師  
常勤   専従 

非常勤  非専従 
8:30~17:30    〃 

34 医師  
常勤   専従 

非常勤  非専従 
8:30~17:30    〃 

35 医師  
常勤   専従 

非常勤  非専従 
8:30~17:30    〃 

36 医師  
常勤   専従 

非常勤  非専従 
8:30~17:30    〃 

37 医師  
常勤   専従 

非常勤  非専従 
8:30~17:30    〃 

38 医師  
常勤   専従 

非常勤  非専従 
8:30~17:30 脳卒中外科 



39 医師  
常勤   専従 

非常勤  非専従 
8:30~17:30 〃 

40 医師  
常勤   専従 

非常勤  非専従 
8:30~17:30    〃 

41 医師  
常勤   専従 

非常勤  非専従 
8:30~17:30    〃 

42 医師  
常勤   専従 

非常勤  非専従 
8:30~17:30    〃 

43 医師  
常勤   専従 

非常勤  非専従 
8:30~17:30    〃 

44 医師  
常勤   専従 

非常勤  非専従 
8:30~17:30    〃 

45 医師  
常勤   専従 

非常勤  非専従 
8:30~17:30    〃 

46 医師  
常勤   専従 

非常勤  非専従 
8:30~17:30 脳卒中内科 

47 医師  
常勤   専従 

非常勤  非専従 
8:30~17:30    〃 

48 医師  
常勤   専従 

非常勤  非専従 
8:30~17:30 〃 

49 医師  
常勤   専従 

非常勤  非専従 
8:30~17:30    〃 

50 医師  
常勤   専従 

非常勤  非専従 
8:30~17:30    〃 

51 医師  
常勤   専従 

非常勤  非専従 
8:30~17:30    〃 

52 医師  
常勤   専従 

非常勤  非専従 
8:30~17:30    〃 

53 医師  
常勤   専従 

非常勤  非専従 
8:30~17:30 脳血管内治療科 

54 医師  
常勤   専従 

非常勤  非専従 
8:30~17:30    〃 

55 医師  
常勤   専従 

非常勤  非専従 
8:30~17:30    〃 

56 医師  
常勤   専従 

非常勤  非専従 
8:30~17:30    〃 

57 医師  
常勤   専従 

非常勤  非専従 
8:30~17:30 〃 

58 医師  
常勤   専従 

非常勤  非専従 
8:30~17:30 〃 



59 医師  
常勤   専従 

非常勤  非専従 
8:30~17:30    〃 

60 医師  
常勤   専従 

非常勤  非専従 
8:30~17:30 〃 

61 看護師  
常勤   専従 

非常勤  非専従 
8:30~17:30 A棟1階ICU 

62 看護師  
常勤   専従 

非常勤  非専従 
8:30~17:30    〃 

63 看護師  
常勤   専従 

非常勤  非専従 
8:30~17:30    〃 

64 看護師  
常勤   専従 

非常勤  非専従 
8:30~17:30 〃 

65 看護師  
常勤   専従 

非常勤  非専従 
8:30~17:30    〃 

66 看護師  
常勤   専従 

非常勤  非専従 
8:30~17:30    〃 

67 看護師  
常勤   専従 

非常勤  非専従 
8:30~17:30    〃 

68 看護師  
常勤   専従 

非常勤  非専従 
8:30~17:30    〃 

69 看護師  
常勤   専従 

非常勤  非専従 
8:30~17:30    〃 

70 看護師  
常勤   専従 

非常勤  非専従 
8:30~17:30 〃 

71 看護師  
常勤   専従 

非常勤  非専従 
8:30~17:30    〃 

72 看護師  
常勤   専従 

非常勤  非専従 
8:30~17:30    〃 

73 看護師  
常勤   専従 

非常勤  非専従 
8:30~17:30    〃 

74 看護師  
常勤   専従 

非常勤  非専従 
8:30~17:30    〃 

75 看護師  
常勤   専従 

非常勤  非専従 
8:30~17:30    〃 

76 看護師  
常勤   専従 

非常勤  非専従 
8:30~17:30    〃 

77 看護師  
常勤   専従 

非常勤  非専従 
8:30~17:30    〃 

78 看護師  
常勤   専従 

非常勤  非専従 
8:30~17:30    〃 



79 看護師  
常勤   専従 

非常勤  非専従 
8:30~17:30 〃 

80 看護師  
常勤   専従 

非常勤  非専従 
8:30~17:30    〃 

81 看護師  
常勤   専従 

非常勤  非専従 
8:30~17:30    〃 

82 看護師  
常勤   専従 

非常勤  非専従 
8:30~17:30    〃 

83 看護師  
常勤   専従 

非常勤  非専従 
8:30~17:30    〃 

84 看護師  
常勤   専従 

非常勤  非専従 
8:30~17:30 〃 

85 看護師  
常勤   専従 

非常勤  非専従 
8:30~17:30    〃 

86 看護師  
常勤   専従 

非常勤  非専従 
8:30~17:30    〃 

87 看護師  
常勤   専従 

非常勤  非専従 
8:30~17:30    〃 

88 看護師  
常勤   専従 

非常勤  非専従 
8:30~17:30    〃 

89 看護師  
常勤   専従 

非常勤  非専従 
8:30~17:30 〃 

90 看護師  
常勤   専従 

非常勤  非専従 
8:30~17:30    〃 

91 看護師  
常勤   専従 

非常勤  非専従 
8:30~17:30    〃 

92 看護師  
常勤   専従 

非常勤  非専従 
8:30~17:30    〃 

93 看護師  
常勤   専従 

非常勤  非専従 
8:30~17:30 A棟1階 

94 看護師  
常勤   専従 

非常勤  非専従 
8:30~17:30    〃 

95 看護師  
常勤   専従 

非常勤  非専従 
8:30~17:30 〃 

96 看護師  
常勤   専従 

非常勤  非専従 
8:30~17:30    〃 

97 看護師  
常勤   専従 

非常勤  非専従 
8:30~17:30    〃 

98 看護師  
常勤   専従 

非常勤  非専従 
8:30~17:30    〃 



99 看護師  
常勤   専従 

非常勤  非専従 
8:30~17:30 〃 

100 看護師  
常勤   専従 

非常勤  非専従 
8:30~17:30    〃 

101 看護師  
常勤   専従 

非常勤  非専従 
8:30~17:30    〃 

102 看護師  
常勤   専従 

非常勤  非専従 
8:30~17:30 〃 

103 看護師  
常勤   専従 

非常勤  非専従 
8:30~17:30    〃 

104 看護師  
常勤   専従 

非常勤  非専従 
8:30~17:30    〃 

105 看護師  
常勤   専従 

非常勤  非専従 
8:30~17:30 〃 

106 看護師  
常勤   専従 

非常勤  非専従 
8:30~17:30    〃 

107 看護師  
常勤   専従 

非常勤  非専従 
8:30~17:30    〃 

108 看護師  
常勤   専従 

非常勤  非専従 
8:30~17:30 〃 

109 看護師  
常勤   専従 

非常勤  非専従 
8:30~17:30    〃 

110 看護師  
常勤   専従 

非常勤  非専従 
8:30~17:30    〃 

111 看護師  
常勤   専従 

非常勤  非専従 
8:30~17:30 〃 

112 看護師  
常勤   専従 

非常勤  非専従 
8:30~17:30    〃 

113 看護師  
常勤   専従 

非常勤  非専従 
8:30~17:30    〃 

114 看護師  
常勤   専従 

非常勤  非専従 
8:30~17:30    〃 

115 看護師  
常勤   専従 

非常勤  非専従 
8:30~17:30    〃 

116 看護師  
常勤   専従 

非常勤  非専従 
8:30~17:30    〃 

117 看護師  
常勤   専従 

非常勤  非専従 
8:30~17:30    〃 

118 看護師  
常勤   専従 

非常勤  非専従 
8:30~17:30 〃 



119 看護師  
常勤   専従 

非常勤  非専従 
8:30~17:30    〃 

120 看護師  
常勤   専従 

非常勤  非専従 
8:30~17:30    〃 

121 看護師  
常勤   専従 

非常勤  非専従 
8:30~17:30 〃 

122 看護師  
常勤   専従 

非常勤  非専従 
8:30~17:30 A棟3階CCU 

123 看護師  
常勤   専従 

非常勤  非専従 
8:30~17:30    〃 

124 看護師  
常勤   専従 

非常勤  非専従 
8:30~17:30 〃 

125 看護師  
常勤   専従 

非常勤  非専従 
8:30~17:30    〃 

126 看護師  
常勤   専従 

非常勤  非専従 
8:30~17:30 〃 

127 看護師  
常勤   専従 

非常勤  非専従 
8:30~17:30    〃 

128 看護師  
常勤   専従 

非常勤  非専従 
8:30~17:30 〃 

129 看護師  
常勤   専従 

非常勤  非専従 
8:30~17:30    〃 

130 看護師  
常勤   専従 

非常勤  非専従 
8:30~17:30 〃 

131 看護師  
常勤   専従 

非常勤  非専従 
8:30~17:30    〃 

132 看護師  
常勤   専従 

非常勤  非専従 
8:30~17:30 〃 

133 看護師  
常勤   専従 

非常勤  非専従 
8:30~17:30    〃 

134 看護師  
常勤   専従 

非常勤  非専従 
8:30~17:30 〃 

135 看護師  
常勤   専従 

非常勤  非専従 
8:30~17:30    〃 

136 看護師  
常勤   専従 

非常勤  非専従 
8:30~17:30    〃 

137 看護師  
常勤   専従 

非常勤  非専従 
8:30~17:30    〃 

138 看護師  
常勤   専従 

非常勤  非専従 
8:30~17:30    〃 



139 看護師  
常勤   専従 

非常勤  非専従 
8:30~17:30 〃 

140 看護師  
常勤   専従 

非常勤  非専従 
8:30~17:30    〃 

141 看護師  
常勤   専従 

非常勤  非専従 
8:30~17:30 〃 

142 看護師  
常勤   専従 

非常勤  非専従 
8:30~17:30 B棟3階SCU 

143 看護師  
常勤   専従 

非常勤  非専従 
8:30~17:30    〃 

144 看護師  
常勤   専従 

非常勤  非専従 
8:30~17:30 〃 

145 看護師  
常勤   専従 

非常勤  非専従 
8:30~17:30    〃 

146 看護師  
常勤   専従 

非常勤  非専従 
8:30~17:30 〃 

147 看護師  
常勤   専従 

非常勤  非専従 
8:30~17:30    〃 

148 看護師  
常勤   専従 

非常勤  非専従 
8:30~17:30 〃 

149 看護師  
常勤   専従 

非常勤  非専従 
8:30~15:30    〃 

150 看護師  
常勤   専従 

非常勤  非専従 
8:30~17:30 〃 

151 看護師  
常勤   専従 

非常勤  非専従 
8:30~17:30    〃 

152 看護師  
常勤   専従 

非常勤  非専従 
8:30~17:30 〃 

153 看護師  
常勤   専従 

非常勤  非専従 
8:30~17:30    〃 

154 看護師  
常勤   専従 

非常勤  非専従 
8:30~17:30 〃 

155 看護師  
常勤   専従 

非常勤  非専従 
8:30~17:30    〃 

156 看護師  
常勤   専従 

非常勤  非専従 
8:30~17:30    〃 

157 看護師  
常勤   専従 

非常勤  非専従 
8:30~17:30 〃 

158 看護師  
常勤   専従 

非常勤  非専従 
8:30~17:30 〃 



159 看護師  
常勤   専従 

非常勤  非専従 
8:30~17:30 〃 

160 看護師  
常勤   専従 

非常勤  非専従 
8:30~17:30 〃 

161 看護師  
常勤   専従 

非常勤  非専従 
8:30~17:30 〃 

162 看護師  
常勤   専従 

非常勤  非専従 
8:30~17:30 〃 

163 看護師  
常勤   専従 

非常勤  非専従 
8:30~17:30 〃 

164 看護師  
常勤   専従 

非常勤  非専従 
8:30~17:30 〃 

165 看護師  
常勤   専従 

非常勤  非専従 
8:30~17:30 〃 

 

 



飯能市・日高市施設共同利用連携登録医療機関

施設名 開設者名 〒 住所 科目 開設者との関係
1 あいクリニック 357-0034 飯能市東町６－４　和田ビル２０１ 心療、精神、 なし
2 藍原眼科医院 357-0033 飯能市八幡町1-12 眼、 なし

3 石井外科胃腸科医院 357-0032 飯能市本町4-17
内、消化、胃腸、循、小、外、整形、
小外、

なし

4 大木眼科医院 357-0035 飯能市柳町8-6　栄屋ビル2Ｆ 眼、 なし
5 大山クリニック 357-0044 飯能市川寺488-1 内、外、脳外、麻、 なし
6 小川医院 357-0021 飯能市双柳689-1 内、胃腸、外、こう門、 なし
7 河田小児科内科医院 357-0041 飯能市美杉台5-1-3 内、アレ、小、皮膚、 なし
8 小室クリニック 357-0033 埼玉県飯能市八幡町2-3 内、消化、循、アレ、外 なし
9 埼玉飯能病院 357-0063 飯能市飯能1185 内、皮膚、 なし

10 佐瀬病院 357-0025 飯能市栄町11-2 内、外、整形、形成、 なし
11 内科・胃腸科佐野医院 357-0033 飯能市八幡町6-1 内、胃腸、小、放、 なし
12 セントラルクリニック 357-0035 飯能市柳町23-19 小、皮膚、婦、麻、 なし
13 土屋医院 357-0124 飯能市大字原市場566-1 内、 なし
14 長嶋医院 357-0213 飯能市大字坂石町分237-2 内、消化、 なし
15 名栗園診療所 357-0112 飯能市大字下名栗465-1 内、精神、神内、胃腸、外、 なし
16 野田皮フ科クリニック 357-0036 飯能市南町9-10 皮膚、 なし
17 飯能医院 357-0035 飯能市柳町20-9 内、小、皮膚、 なし
18 飯能クリニック 357-0034 飯能市東町12-9 内、外、 なし
19 飯能市国民健康保険南高麗診療所 357-0054 飯能市下直竹1091-1 内、 なし
20 飯能市国民健康保険名栗診療所 357-0111 飯能市上名栗208-6 内、 なし
21 飯能産婦人科医院 357-0021 飯能市双柳1322-1 産婦、 なし
22 飯能耳鼻咽喉科医院 357-0035 飯能市柳町4-13 耳鼻、 なし
23 飯能市東吾野医療介護センター 357-0204 飯能市大字虎秀25-1 内、神内 なし

24 飯能整形外科病院 357-0034 飯能市東町12-2
内、アレ、リウ、整形、形成、皮膚、
泌、リハ、放、麻、

なし

25 飯能靖和病院 357-0016 飯能市下加治137-2 内、精神、リハ、放、脳内 なし

26 飯能中央病院 357-0037 飯能市稲荷町12-7
内、神内、消化、循、リウ、小、外、
整形、皮膚、脳外、泌、婦、耳鼻、リ
ハ、放、歯、歯口、

なし

27 はんのう内科・腎クリニック 357-0021 飯能市双柳1227-1 内、腎 なし
28 飯能老年病センター 357-0016 飯能市下加治147-1 内、精神、皮膚、リハ、放、 なし
29 東飯能駅前クリニック 357-0035 飯能市柳町3-5 内、循 なし
30 東飯能眼科 357-0023 飯能市大字岩沢283-5 眼、 なし
31 古川医院 357-0036 飯能市南町9-10 内、胃腸、外、こう門、 なし
32 細田耳鼻咽喉科医院 357-0024 飯能市緑町18-12 耳鼻、 なし
33 本町診療所 357-0032 飯能市本町16-9 小、皮膚、 なし



飯能市・日高市施設共同利用連携登録医療機関

施設名 開設者名 〒 住所 科目 開設者との関係

34 間柴医院 357-0024 飯能市緑町3-4
内、呼吸、消化、循、小、脳外、皮
膚、婦、

なし

35 美杉台クリニック 357-0041 飯能市美杉台2-18-14 内、循、小、皮膚、 なし
36 水野クリニック 357-0045 飯能市笠縫70-4 内、放、 なし
37 南飯能病院 357-0042 飯能市矢颪415 内、精神、神、 なし
38 武蔵の森病院 357-0063 飯能市飯能949-15 内、心療、精神、神、 なし
39 八鍬整形外科医院 357-0024 飯能市緑町16-2 整形、 なし
40 よこたに眼科 357-0038 飯能市仲町12-10　飯能サンプラザビル2F 眼、 なし
41 吉田内科・胃腸科医院 357-0041 飯能市美杉台3-25-1 内、胃腸、小、 なし

42 旭ヶ丘病院 350-1211 日高市大字森戸新田99-1
内、小、外、整形、脳外、皮膚、泌、
産婦、婦、放、歯、

なし

43 岡村記念クリニック 350-1245 日高市栗坪230-1
内、消化、循、リウ、外、整形、脳
外、泌、眼、

なし

44 奥田整形外科 350-1206 日高市南平沢370 リウ、外、整形、リハ、 なし
45 さいたま泌尿器・ひふ科クリニック 350-1213 日高市高萩蔵脇171-3　安藤ビル1F 泌尿 なし
46 島村医院 350-1222 日高市大谷沢638-1 内、消化、循、アレ、外、整形、 なし
47 高田医院 350-1236 日高市大字猿田116-1 内、消化、 なし
48 高萩さくら眼科 350-1213 日高市大字高萩605-1 眼 なし
49 竹井内科 350-1213 日高市大字高萩605-1 内 なし
50 比留間医院 350-1245 日高市栗坪296 皮膚、耳鼻、 なし
51 まえだクリニック 350-1255 日高市武蔵台1-23-16こま武蔵台ショッピングセンター内 内、神内 なし
52 丸美屋食品診療所 350-1203 日高市旭ヶ丘995 内 なし
53 水村医院 350-1205 日高市原宿216-1 内、循、外、胃腸、整形 なし
54 令和レディースクリニック 350-1223 日高市高富46-7 産、婦、小児、皮膚 なし

55 武蔵台病院 350-1254 日高市久保278-12
内、精神、神内、呼吸、消化、循、
外、整形、呼外、皮膚、泌、眼、放、

なし

56 横田医院 350-1231 日高市鹿山370-2 内、小、 なし
57 芳村医院 350-1234 日高市高麗川2-15-15 内、胃腸、小、産婦、 なし
58 元かじ整形外科内科 357-0023 飯能市岩沢滝の上２７１－１ 内, 整形, 皮膚, 泌尿 なし
59 あさひ耳鼻咽喉科クリニック 350-1213 日高市高萩２４３６ー１ 耳鼻、 なし
60 のぞみクリニック 350-1233 日高市下鹿山５２７－３ 内, 整形, リハ, 麻酔 なし
61 ひだかむさしのもりクリニック 350-1234 日高市大字上鹿山２３５番地１ 老年精神, 内 なし
62 松本内科胃腸科 350-1201 日高市田波目１ 内、胃腸 なし



狭山市施設共同利用連携登録医療機関

施設名 開設者名 〒 住所 科目 開設者との関係
1 あおやぎクリニック 350-1319 狭山市広瀬2-4-20 内 なし
2 あさひ病院 350-1317 狭山市水野592 内、心療、精神、老精 なし
3 あずまリウマチ内科クリニック 350-1305 狭山市入間川1-3-2スカイテラス商業施設３F リウ、内、リハ、アレ なし
4 杏クリニック 350-1307 埼玉県狭山市祇園25-1　第一はまビル3F 内科, 腎臓内科 なし
5 安齋医院 350-1305 狭山市入間川3-3-5 内、消化、胃腸、外、小 なし
6 池村皮フ科クリニック 350-1306 狭山市富士見2-22-30 皮膚 なし
7 入曽診療所 350-1316 狭山市大字南入曽426-1 内、小、皮膚 なし

8 入間川病院 350-1307 狭山市祇園17-2

内、心療、神内、呼吸、消
化、循、小、外、整形、形
成、脳外、皮膚、泌、こう
門、眼、リハ、放、麻、

なし

9 歌野内科クリニック 350-1316 狭山市南入曽567-6 内科, 小児科, 皮膚科 なし
10 えのき眼科 350-1316 狭山市南入曽565-11 眼 なし

11 遠藤医院 350-1334 狭山市狭山21-44
内、呼吸、胃腸、小、外、
皮膚、リハ、放、

なし

12 大島メモリーメンタルクリニック 350-1305 狭山市入間川1-18-1新松本ビル1階 精神 なし
13 奥平産婦人科 350-1332 狭山市下奥富字坂上490-3 産婦、 なし
14 おさない眼科 350-1305 狭山市入間川2-5-7　メディカルプラザ103 眼、 なし
15 織田医院 350-1305 狭山市入間川3-20-4 内、胃腸、外、こう門、 なし
16 柏原診療所 350-1335 狭山市柏原3161-354　狭山ニュータウン44-1 内、呼吸、消化、循、小、 なし
17 ぎんなんクリニック 350-1305 狭山市入間川2-6-22　第2甲田ビル3A 内、心療、精神、神内、消 なし

18 埼玉石心会病院 350-1305 狭山市入間川2-37-20

内、心内、精神、呼吸、消化、
循、小、外、整、形、脳外、呼
外、心外、小外、皮、泌、肛、
婦、眼、耳鼻、ﾘﾊ、放射、麻

なし

19 齋藤眼科医院 350-1305 狭山市入間川1-6-3 眼 なし

20 櫻澤医院 350-1331 狭山市新狭山3-11-10
内、呼内、消化、循、小、
整形、胃腸

なし

21 狭山ヶ丘病院 350-1317 狭山市水野1026 精神、神、 なし
22 狭山厚生病院 350-1308 狭山市中央1-24-10 内、アレ、小、皮膚、 なし
23 さやま耳鼻咽喉科クリニック 350-1308 狭山市中央3-3-25サンパレス1階 耳鼻 なし
24 狭山神経内科病院 350-1314 狭山市加佐志65 神内、内 なし

25 さやま総合クリニック 350-1305 狭山市入間川4-15-25

内、心療、精神、神内、呼
吸、消化、胃腸、循、小、
外、整形、形成、脳外、呼
外、心外、小外、皮膚、
泌、婦、眼、耳鼻、リハ、
放、歯、歯口、

なし

26 狭山台胃腸科外科 350-1305 狭山市入間川1164 内、消化、外、こう門、 なし



狭山市施設共同利用連携登録医療機関

施設名 開設者名 〒 住所 科目 開設者との関係
27 狭山台伊東眼科クリニック 350-1308 狭山市中央4-27-11 眼 なし
28 さやま地域ケアクリニック 350-1323 狭山市鵜ノ木1-33 訪問、往診、人工透析 なし

29 狭山中央病院 350-1306 狭山市富士見2-19-35
内、心療、精神、循、外、
整形、形成、脳外、皮膚、
放、麻、胃腸、リハ

なし

30 至聖病院 350-1332 狭山市下奥富1221
内、呼吸、消化、循、小、
外、形成、脳外、皮膚、リ
ハ、放、

なし

31 新狭山セントラルクリニック 350-1331 狭山市新狭山2-2-1 内、呼内、皮膚、 なし
32 すず木こどもクリニック 350-1328 狭山市広瀬台1-28-18 小児、アレ なし

33 大生病院 350-1317 狭山市水野600
内、心療、精神、消化、
循、皮膚、耳鼻、リハ、歯、
歯口、放、老精

なし

34 ともえクリニック 350-1315 狭山市北入曽457-3
内、心療、呼吸、消化、
小、皮膚、

なし

35 中園医院 350-1304 狭山市狭山台4-3-6 内、眼、小、皮膚 なし
36 中村眼科 350-1331 狭山市新狭山2-10-15 眼、 なし
37 中山クリニック 350-1327 狭山市笹井1-16-3 内、 なし
38 西狭山病院 350-1305 狭山市入間川4-19-18 内、呼吸、腎 なし
39 はたなかクリニック 350-1312 狭山市堀兼2356-12 内、外、消化、小、呼吸外 なし
40 林医院 350-1305 狭山市入間川2-5-7-101 小児、内 なし
41 ひなた内科 350-1316 狭山市南入曽565-11 内 なし
42 広沢内科クリニック 350-1317 狭山市水野550-1 内、 なし
43 藤江医院 350-1302 狭山市大字東三ツ木6-10 内、リウ、外、整形、皮膚 なし

44 ほりがね診療所 350-1312 狭山市堀兼1043
内、呼吸、消化、小、外、
耳鼻、胃腸

なし

45 前田病院 350-1320 狭山市広瀬東3-14-3
内、呼吸、胃腸、アレ、外、
整形、皮膚、こう門、リハ、
消外

なし

46 馬島医院 350-1301 狭山市大字青柳149-8
内、胃腸、循、外、整形、
脳外、こう門、婦、リハ、
放、小、外、こう門

なし

47 水富診療所 350-1325 狭山市根岸2-9-18 小、 なし
48 みやかわクリニック 350-1317 狭山市水野442-76 内科, 消化器科, 外科 なし
49 宮崎医院 350-1315 狭山市北入曽274-1 内、小、 なし
50 みやた内科クリニック 350-1305 狭山市入間川1-18-30 内、循、消化 なし
51 むさしの皮膚科クリニック 350-1306 狭山市富士見１－１５－３８ 皮膚、 なし
52 村上耳鼻咽喉科医院 350-1305 狭山市入間川3-21-5 耳鼻 なし



狭山市施設共同利用連携登録医療機関

施設名 開設者名 〒 住所 科目 開設者との関係
53 もとい内科クリニック 350-1320 狭山市広瀬東1-16-39 内、循、 なし

54 森田クリニック 350-1304 狭山市狭山台1-8-1
内、消化、アレ、小、外、形
成、皮膚、こう門、リハ、
放、麻、

なし

55 屋良医院 350-1327 狭山市笹井2574-1 内、消化、胃腸、外、 なし
56 いぶき山整形外科クリニック 350-1316 狭山市南入曽９７２ー５ 整形, 内 なし
57 入曽整形外科内科 350-1316 狭山市南入曽４６２－２ 内, 整形, リハ なし
58 遠藤脳神経外科クリニック 350-1317 狭山市水野８２４－１ 脳外, 内 なし
59 神戸皮膚科 350-1331 狭山市新狭山３－１０－４３ 皮膚 なし
60 さとう内科 350-1305 狭山市入間川２－５－７メディカルプラザ２０２号室 内 なし
61 さやま産婦人科 350-1316 狭山市南入曽３３５－１ 産婦 なし
62 狭山市駅前よしもと耳鼻咽喉科 350-1305 狭山市入間川１丁目３番２号スカイテラス商業施設棟３階３０１－Ａ 耳鼻 なし
63 さやま腎クリニック 350-1305 狭山市入間川４丁目１５番２０号 人工透析, 腎内 なし
64 さやま整形外科内科 350-1306 狭山市富士見１－１９－１９ 整形, 内, リハ, 皮膚 なし
65 さやま脳神経クリニック 350-1335 狭山市柏原１５１１－１ 脳外, 内 なし
66 狭山メンタルクリニック 350-1305 狭山市入間川２－１－２　グランツ狭山１Ｆ 精神 なし
67 耳鼻咽喉科たんぽぽクリニック 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 なし

68 大生水野クリニック 350-1317 狭山市大字水野４９番地１９
耳鼻, 整形, リハ, 内, 歯,
歯口

なし

69 ぬまざきクリニック 350-1320 狭山市広瀬東２丁目３６－２１ 泌尿、内 なし
70 メンタルクリニックむさしのもり 350-1305 狭山市入間川２－５－７　メディカルプラザ３０２号 精神、心療 なし



所沢市施設共同利用連携登録医療機関

施設名 開設者名 〒 住所 科目 開設者との関係
1 青木クリニック 359-0041 所沢市中新井2-65-1 内、消化、循、 なし
2 青木耳鼻咽喉科・気管食道科医院 359-0021 所沢市東所沢1-10-13 耳鼻いんこう科, 気管食道科 なし
3 赤坂整形外科 359-1118 所沢市けやき台2-29-24 内、外、整形、リハ、 なし
4 あすみクリニック 359-1124 所沢市東住吉2-4　2階 皮膚、形成、美外 なし
5 あだち内科クリニック 359-1111 所沢市緑町3-16-4 消内、小児 なし
6 有村医院 359-1104 所沢市榎町12-21 内、小 なし
7 いいだ眼科 359-1141 所沢市小手指町1-8-5　食品館イトーヨーカドー2階 眼 なし
8 伊藤内科 359-1124 所沢市東住吉2-4 内、循、 なし
9 今城内科クリニック 359-1111 所沢市緑町2-3-21 内 なし

10 岩下悦郎消化器内科クリニック 359-1114 所沢市北有楽町24-10 内、消化、小、 なし

11 うえむらクリニック 359-1195 所沢市御幸町5-15
内科, 小児科, 皮膚科, リハ
ビリテーション科

なし

12 うだがわクリニック 359-0004 所沢市北原町1415-1ヤオコー所沢北原店１F 内、呼吸、循、アレ、小、 なし
13 おうえんポリクリニック 359-0002 所沢市大字中富1037-1 内、皮膚、 なし
14 おおた皮膚科 359-0021 所沢市東所沢1-3-11 皮膚、 なし
15 岡田耳鼻科 359-1117 所沢市有楽町16-21 耳鼻 なし

16 荻野医院 359-1161 所沢市狭山ケ丘1-2993-5
内、胃腸、循、小、外、産、
婦、

なし

17 おくもとクリニック 359-1144 所沢市西所沢1-23-3 内、呼吸、消化、小、リハ、 なし
18 おやけ皮膚科医院 359-0025 所沢市上安松5-16石田ビル1階 皮膚、アレ なし
19 かえで内科医院 359-1111 所沢市緑町4-47-20 内、 なし
20 かがやきクリニック 359-1131 所沢市久米593-8 内、消化、外、こう門、 なし
21 賀古整形外科 359-0038 所沢市大字北秋津124-1 外、整形、形成 なし
22 桂医院 359-1145 所沢市山口1529-23 内科, 小児科, 眼科 なし
23 かないクリニック 359-1141 所沢市小手指元町1-3-8 内, 胃腸, 整形, 外, リハ なし
24 上新井くろかわクリニック 359-1142 所沢市上新井1-25-10 整形、皮膚、リハ、ペイン なし
25 上新井さとうクリニック 359-1142 所沢市上新井1-26-1 内、呼、外 なし
26 かわかつクリニック 359-1145 所沢市小手指台23-1 内、小、リハ、放、 なし
27 かわぐち内科クリニック 359-0021 所沢市東所沢３－３６－７４ 内 なし
28 菊池がんクリニック 359-1133 所沢市大字荒幡111-1 内、婦、 なし
29 北所沢病院 359-0001 所沢市下富1270-9 内、皮膚、リハ、 なし

30 きたはたファミリークリニック 359-1146 所沢市小手指南4-13-6
内科・外科・小児科・アレル
ギー科・皮膚科

なし

31 木戸クリニック 359-1111 所沢市緑町4-15-27 泌、 なし
32 木下クリニック 359-0038 所沢市北秋津778-39 内、外、リハ、麻 なし
33 久我クリニック 359-1123 所沢市日吉町8-11 耳鼻、内 なし
34 くにとみ内科外科クリニック 359-1131 所沢市久米532-8 内、呼吸、消化、循、外、 なし
35 黒須医院 359-1143 所沢市宮本町1-2-4 内、皮膚、小児 なし



所沢市施設共同利用連携登録医療機関

施設名 開設者名 〒 住所 科目 開設者との関係
36 くわのみ本郷クリニック 359-0022 所沢市本郷268-1 内、小、整形 なし
37 けやき内科 359-0042 所沢市並木3-1駅前通り団地7-102 内、胃腸、循、小、皮膚、 なし
38 けやき台どんぐりクリニック 359-1118 所沢市けやき台1-16-5 内、神内、アレ、小、 なし

39 圏央所沢病院 359-1106 所沢市東狭山ヶ丘4-2692-1
内、呼吸、消化、循、外、整
形、形成、美容、脳外、皮
膚、泌、リハ

なし

40 航空公園クリニック 359-1113 所沢市喜多町5-13　パークサイドビル2・3階 神 なし
41 航空公園西口内科 359-1113 所沢市喜多町4-8 内 なし

42 国立障害者リハビリテーションセンター病院 359-8555 所沢市並木4-1
内、精神、神内、消化、小、
整形、泌、眼、耳鼻、リハ、
歯、麻、

なし

43 小手指医院 359-1155 所沢市北野新町1-9-7
内、胃腸、外、整形、リハ、
消化

なし

44 小手指整形外科 351-1157 所沢市小手指元町3-2-31 リウ、整形、リハ、外 なし
45 小手指タワークリニック 359-1141 所沢市小手指町1-6小手指タワーズデ内 なし
46 小手指皮膚科 359-1142 所沢市上新井3-55-8 皮膚、 なし
47 小手指南クリニック 359-1147 所沢市小手指元町1-9-4 内 なし
48 こぶしクリニック 359-0033 所沢市こぶし町1-17-101こぶし団地入口テナント会館１階 内、小児 なし
49 埼玉西協同病院 359-0002 所沢市中富1865-1 内、循、外、眼、 なし
50 斉藤耳鼻咽喉科医院 359-1126 所沢市西住吉6-22 耳鼻 なし
51 さいとう内科クリニック 359-1141 所沢市小手指町4-17-3 内 なし

52 彩のクリニック 359-1141 所沢市小手指町4-1-1
内、神内、呼吸、胃腸、循、
小、外、整形、リハ、放、

なし

53 さけみ眼科 359-1161 所沢市狭山ヶ丘1-2994-5 眼、 なし

54 佐々木記念病院 359-1144 所沢市西所沢1-7-25
内、消化、循、外、形成、美
容、呼外、こう門、乳腺、

なし

55 島内科医院 359-1101 所沢市北中3-60-9 内、胃腸 なし
56 しんとこ駅前クリニック 359-1111 所沢市緑町1-4-1デュオヒルズ新所沢駅前101 代謝内科、循 なし
57 しんとこ耳鼻咽喉科医院 359-1111 所沢市松葉町24-9　拓殖ビル2階 耳鼻 なし
58 新所沢キッズクリニック 359-0045 所沢市美原町2-2931-6 小、 なし
59 新所沢清和病院 359-0005 所沢市神米金141-3 内、精神、整形、リハ、歯、 なし
60 すえのぶ皮フ科・形成外科 359-1123 所沢市日吉町11-17 形成、皮膚、 なし
61 スマイル・まやクリニック 359-1144 所沢市西所沢1-3-5NKパークビル２F 皮膚 なし

62 西部クリニック 359-1127 所沢市星の宮1-1-10
内科, 消化器科, 整形外科,
皮膚科

なし

63 瀬戸病院 359-1128 所沢市金山町8-6 内、小、形成、泌、産婦、 なし
64 瀬戸病院付属西所沢クリニック 359-1144 所沢市西所沢1-12-3 産婦、 なし
65 高橋眼科医院 359-1144 所沢市西所沢1-19-16 眼、 なし



所沢市施設共同利用連携登録医療機関

施設名 開設者名 〒 住所 科目 開設者との関係
66 髙橋耳鼻咽喉科医院 359-1111 所沢市緑町3-29-15 耳鼻 なし
67 田中耳鼻咽喉科 359-1163 所沢市西狭山ヶ丘1-3118-11 アレ、耳鼻 なし
68 デルタクリニック 359-0037 所沢市くすのき台2-5-1サンウインズビル1F 内、消化、 なし

69 徳島内科クリニック 359-1131 所沢市久米1569-1
内, 呼吸, 消化, 循, アレ, 小
児, 皮膚

なし

70 所沢石川クリニック 359-1123 所沢市日吉町9-22　いせきビル4F 内、泌、 なし
71 所沢肛門病院 359-1141 所沢市小手指町1-3-3 こう門、 なし
72 所沢慈光病院 359-1101 所沢市北中1-228 心療、精神、 なし
73 所沢耳鼻咽喉科 359-1131 所沢市久米550-7 耳鼻、 なし
74 所沢市市民医療センター 359-0025 所沢市上安松1224-1 内、小、放、 なし
75 所沢腎クリニック 359-0024 所沢市下安松1564-1 内、泌、 なし
76 所沢診療所 359-1143 所沢市宮本町2-23-34 内 なし
77 所沢整形外科 359-1143 所沢市宮本町1-15-6 整形、リハ、リウ なし

78 所沢第一病院 359-0024 所沢市下安松1559-1
内、外、整形、皮膚、婦、
精、乳

なし

79 所沢中央病院 359-0037 所沢市くすのき台3-18-1
内、消化、循、外、整形、脳
外、眼、リハ、放、

なし

80 所沢内科クリニック 359-1116 所沢市東町２２－３ 内、消化 なし
81 所沢ハートセンター 359-1142 所沢市大字上新井2-61-11 循、 なし
82 所沢ＰＥＴ画像診断クリニック 359-1124 所沢市東住吉7-5 内、放、 なし

83 所沢緑ヶ丘病院 359-1161 所沢市狭山ケ丘1-3009
内、呼吸、消化、循、リウ、
外、整形、心外、皮膚、リ
ハ、放、

なし

84 所沢武蔵野クリニック 359-0044 所沢市松葉町16-13　5F 精神、心療 なし

85 所沢明生病院 359-1145 所沢市山口5095
内、呼吸、消化、循、外、整
形、形成、脳外、呼外、心
外、皮膚、泌、眼、リハ、

なし

86 所沢メディカルクリニック 359-0003 所沢市中富南2-21-7 内、循、小 なし
87 所沢リハビリテーション病院 359-0002 所沢市大字中富1016 内、リハ、 なし
88 所沢ロイヤル病院 359-1152 所沢市北野3-1-11 内、リハ、 なし
89 豊川医院 359-1141 所沢市小手指町3-22-12 内、消化、循、リウ、リハ なし
90 豊原医院 359-0021 所沢市東所沢1-10-11 内、神内、呼、放 なし
91 ながさわ内科 359-1147 所沢市小手指元町2-29-21 内、循 なし
92 なかむら整形外科 359-0023 所沢市東所沢和田1-1-8 整形、リハ なし
93 中山内科医院 359-1106 所沢市東狭山ケ丘3-713-36 内、呼吸、循、 なし
94 梨子田内科クリニック 359-0043 所沢市弥生町2871-36 内、アレ、小、皮膚 なし

95 並木病院 359-1106 所沢市東狭山ケ丘5-2753
内、呼吸、循、リウ、外、整
形、皮膚、リハ、麻、

なし



所沢市施設共同利用連携登録医療機関

施設名 開設者名 〒 住所 科目 開設者との関係
96 新美内科 359-1161 所沢市狭山ヶ丘2-64-2 内, 呼吸, 消化, 循, 小児 なし

97 西埼玉中央病院 359-1151 所沢市若狭2-1671

内、精神、神内、消化、循、
小、外、整形、脳外、皮膚、
泌、産、婦、眼、耳鼻、リ
ハ、放、歯、麻、

なし

98 西島消化器・内科クリニック 359-1106 所沢市東狭山ケ丘1-27-20 内、消化、 なし
99 西山内科医院 359-1113 所沢市喜多町14-7 内、循 なし

100 額賀胃腸科内科クリニック 359-1131 所沢市大字久米2196-5 内、胃腸 なし
101 波多野医院 359-1141 所沢市小手指町1-43-5 内、循、小 なし
102 はちす診療所 359-0037 所沢市くすのき台3-18-2　マルナカビル壱番館2F 内、アレ、小、 なし
103 原眼科医院 359-1111 所沢市緑町4-6-3 眼 なし
104 はらこどもクリニック 359-1141 所沢市小手指町2-1379 小、 なし
105 はらだクリニック 359-0021 所沢市東所沢3-9-13 小児、内、放 なし
106 番場皮膚科医院 359-1125 所沢市南住吉21-31 皮膚、 なし
107 東町眼科 359-0025 所沢市上安松1246-4 眼 なし
108 東所沢眼科クリニック 359-0021 所沢市東所沢1-4-1　ヤマサキビル2Ｆ 眼 なし

109 東所沢クリニック 359-8507 所沢市東所沢1-3-10
内, 呼吸, 胃腸, 循, アレ, リ
ウ, 小児, リハ

なし

110 東所沢整形外科 359-0021 所沢市東所沢1-18-5
アレ、リウ、整形、形成、皮
膚、

なし

111 東所沢病院 359-0013 所沢市城435-1 内、精神、リハ なし
112 ひかり耳鼻咽喉科クリニック 359-1164 所沢市三ヶ島3-1442-16 耳鼻 なし

113 陽だまりの丘クリニック 359-1106 所沢市東狭山ヶ丘1-39-5
内、脳外、整形、皮膚、泌、
リハ

なし

114 平岡眼科医院 359-1116 所沢市東町11-1-207 眼 なし
115 平沢記念病院 359-1152 所沢市北野3-20-1 心療、精神、神、神内、 なし
116 平沢スリープ・メンタルクリニック 359-0037 所沢市くすのき台1-10-10ＴＯＳＨＩビル2階 神内、精神、心内 なし

117 ひろせクリニック 359-1111 所沢市緑町2-14-7
内、消化、循、アレ、リウ、
小、

なし

118 福元内科クリニック 359-1125 所沢市南住吉21-16 内、消化 なし

119 双葉クリニック 359-1118 所沢市けやき台1-36-7
内、呼吸、消化、循、外、胃
腸、婦

なし

120 防衛医科大学校病院 359-8513 所沢市並木3-2
内、精神、小、外、整形、形
成、脳外、皮膚、泌、産婦、
眼、耳鼻、放、歯口、麻

なし

121 ほさか内科クリニック 359-0023 所沢市東所沢和田1-1-8
循環器科, 内科, アレル
ギー科

なし

122 星の宮クリニック 359-1127 所沢市星の宮1-3-29 内 なし



所沢市施設共同利用連携登録医療機関

施設名 開設者名 〒 住所 科目 開設者との関係
123 細川耳鼻咽喉科医院 359-1111 所沢市緑町2-22-8 耳鼻、 なし
124 堀江医院 359-1141 所沢市小手指町3-11-16 内、胃腸、外、こう門、皮膚 なし
125 前田クリニック 359-1111 所沢市緑町3-14-5 産婦、産、婦 なし
126 町田整形外科医院 359-0044 所沢市松葉町4-22 整形、 なし
127 まつおか内科クリニック 359-0024 所沢市下安松1034-1 内、呼吸、アレ、 なし
128 松が丘クリニック 359-1132 所沢市松が丘1-52-19 内、胃腸、小、外、皮膚、消 なし
129 松田母子クリニック 359-0022 所沢市大字本郷西上1080-5 産婦、小 なし

130 マツバクリニック 359-0044 所沢市松葉町8-7
内科, 外科, リハビリテー
ション科

なし

131 三浦クリニック 359-1164 所沢市三ケ島3-1394-4 内、循、 なし
132 三ヶ島病院 359-1164 所沢市三ヶ島5-1970 内、心療、精神、神内、 なし
133 みかみこどもクリニック 359-1125 所沢市南住吉21-12 小、 なし
134 みずの内科クリニック 359-0041 所沢市中新井4-27-4 内、消化 なし
135 峰の坂産婦人科 359-1143 所沢市宮本町2-16-10 産婦 なし
136 宮川医院 359-0044 所沢市松葉町10-11エイトﾋﾞﾙ101 内、小、皮膚 なし
137 宮本町内科クリニック 359-1143 所沢市宮本町2-26-16 内、腎、循、消内 なし
138 むさしクリニック泌尿器科内科 359-0038 所沢市大字北秋津855-1 泌、内 なし
139 明生リハビリテーション病院 359-1106 所沢市東狭山ヶ丘4-2681-2 リハ なし
140 メイプルクリニック 359-1145 所沢市山口33-1グランディール202 内 なし
141 矢倉内科クリニック 359-0024 所沢市下安松50-43 内科, 消化器科, 循環器科 なし
142 矢島整形外科 359-0037 所沢市くすのき台1-12-10 整形、 なし

143 安松クリニック 359-0025 所沢市上安松1299-1
内科, 呼吸器内科, 消化器
内科

なし

144 やすまつ佐藤眼科医院 359-0024 所沢市下安松603-8 眼 なし
145 柳内医院 359-1121 所沢市元町21-7 内、循、小、リハ、放、 なし

146 やまさき内科クリニック 359-1141 所沢市小手指町1-11-4　3階
内科, 循環器科, 心臓リハ,
漢方内科

なし

147 やまもとキッズクリニック 359-1164 所沢市三ケ島4-2286-11 小、アレ、内 なし
148 横田医院 359-1145 所沢市山口1395-6 内、胃腸、外、こう門、 なし
149 吉岡クリニック 359-0047 所沢市花園2-2351-18 内、呼吸、循 なし
150 よしかわクリニック 359-1151 所沢市若狭3-2570-2 眼、 なし
151 吉川外科胃腸科医院 359-1112 所沢市泉町914-17 胃腸科, 外科, 整形外科 なし
152 米島医院 359-1145 所沢市山口1181-6 内、小 なし
153 わかさクリニック 359-1151 所沢市若狭4-2468-31 内、循、消内、皮、アレ なし
154 葵クリニック 359-0001 所沢市下富１２０２－１ 内 なし
155 あおぞらクリニック所沢 359-1114 所沢市北有楽町１１－５　北有楽コーポ１０１ 内 なし
156 板倉クリニック 359-1106 所沢市東狭山ヶ丘１－２７－２０ 内 なし
157 永仁会シーズクリニック 359-1124 所沢市東住吉７－５ 放射, 内 なし



所沢市施設共同利用連携登録医療機関

施設名 開設者名 〒 住所 科目 開設者との関係
158 おおにし皮膚科クリニック 359-1141 所沢市小手指町１－１５－１８ 皮膚 なし
159 おおはし整形外科 359-1141 所沢市小手指町１－１１－４　アネックスビル２階 整形, リウ なし
160 小関眼科医院 359-0044 所沢市松葉町９－５ 眼 なし
161 さくらレディースクリニック 359-0037 所沢市くすのき台３－１－１　角三上ビル２Ｆ 産婦 なし
162 ざまクリニック所沢 359-1123 所沢市日吉町９－８　本橋第二ビル４階 老年, 整形 なし
163 狭山ヶ丘東口整形外科 359-1106 所沢市狭山ヶ丘１－３－１　ソレイユ狭山ヶ丘１階 整形, 内, アレ, 皮膚 なし
164 すぎうら乳腺消化器クリニック 359-1111 所沢市緑町２－１３－１５ 外, 消化 なし
165 ところクリニック 359-1124 所沢市東住吉９－３ 泌尿 なし
166 所沢くすのき台クリニック 359-0037 所沢市くすのき台１－９－１　ソナーレ所沢１階 内, 皮膚, 呼吸 なし
167 所沢呼吸器科クリニック 359-1124 所沢市東住吉７－８富士山ビル４Ｆ 内, 呼吸 なし
168 所沢東口眼科 359-0037 所沢市くすのき台１－１２－２０　西村第６ビル３Ｆ 眼 なし
169 所沢メンタルクリニック 359-1124 所沢市東住吉９－５　あらいビル３Ｆ 心療, 精, 神経 なし
170 所沢リウマチ・スポーツクリニック 359-1123 所沢市日吉町９－２２　いせきビル３階 リウ, 整形, リハ, 放射 なし
171 花園整形外科内科 359-0047 所沢市花園３－２３７４－７ 整形, 内, 皮膚, リハ なし
172 ハナプラ心療クリニック 359-1141 所沢市小手指町１－１１－１６－１０２ 精神 なし
173 はなみずき小手指クリニック 359-1141 所沢市小手指町１－１６－４　２階 内 なし
174 新所沢　ひろ内科 359-0044 所沢市松葉町２４－３ 内, 循, アレ, 小児 なし
175 ふく在宅クリニック 359-0044 所沢市松葉町７－２４ 内 なし
176 松葉メンタルクリニック 359-0044 所沢市松葉町１８－１０ 	精神, 心療 なし
177 みどり皮ふ科クリニック 359-1111 所沢市緑町１－４－１ 皮膚, アレ, 形成 なし
178 やましろ内科クリニック 359-0023 所沢市東所沢和田２－４－２０ 内 なし
179 ワイ・ケイ・エス　クリニック 359-1111 所沢市緑町２－７－１８　ティーアイーピービル３階 健診 なし



入間市・越生町・毛呂山町施設共同利用連携登録医療機関

施設名 開設者名 〒 住所 科目 開設者との関係
1 あたごクリニック 358-0003 入間市豊岡5-1-5Aステージ2F 内、皮膚、泌、 なし

2 荒井医院 358-0011 入間市下藤沢856-1
内、呼吸、消化、循、アレ、小、
リハ、

なし

3 井上クリニック 358-0003 入間市豊岡5-2-32
整形外科, リウマチ科, リハ科,
内科

なし

4 いるまクリニック 358-0013 入間市上藤沢378-5 内科, 呼吸, 循, アレ, 皮膚 なし
5 いるまこどもひまわりクリニック 358-0007 埼玉県入間市黒須2-2-1 小児 なし
6 入間黒須クリニック 358-0007 入間市黒須2-2-1 2F 内、消化、外、 なし

7 入間台クリニック 358-0031 入間市新久816
内、呼吸、消化、循、小、皮膚、
その他

なし

8 入間ハート病院 358-0026 入間市小谷田1258-1
内、神、呼吸、消化、循、リウ、
整形、形成、脳外、皮膚、泌、

なし

9 入間平井クリニック 358-0003 入間市豊岡1-2-23清水ビル2F 内、精神、 なし

10 太田医院 358-0003 入間市豊岡1-8-26
内科, 糖尿病内科, 循環器科, 老年
病内科

なし

11 岡山皮膚科形成外科医院 358-0003 入間市豊岡1-3-18  トリプレットビル2Ｆ 形成、皮膚、 なし
12 小川耳鼻咽喉科気管食道科医院 358-0054 入間市野田435-1 耳鼻、 なし
13 おのうえキッズクリニック 358-0002 入間市東町1-13-9 アレ、小、 なし
14 小野整形外科医院 358-0053 入間市仏子814-3 外、整形、リハ、 なし
15 かたぎりクリニック 358-0023 入間市扇台4-7-15 内、外、形成、皮膚、 なし
16 金子眼科医院 358-0003 入間市豊岡1-4-31 眼、 なし
17 金子病院 358-0031 入間市大字新久680 内、小、皮膚、婦、 なし
18 かわな整形外科 358-0011 入間市下藤沢767-1 整形、リハ、 なし

19 小林病院 358-0014 入間市宮寺2417
内、神内、呼吸、消化、循、整
形、リハ、

なし

20 小宮山医院 358-0012 入間市東藤沢3-8-5 内、呼吸、皮膚、 なし
21 小室医院 358-0004 入間市鍵山1-12-16 産、 なし
22 佐藤耳鼻科咽喉科医院 358-0012 入間市東藤沢6-25-12 耳鼻、 なし
23 澤田医院 358-0011 入間市下藤沢433 内、胃腸、循、小、 なし
24 下枝医院 358-0014 入間市宮寺2661-18 リウ、整形 なし
25 下藤沢皮フ科クリニック 358-0011 入間市大字下藤沢771-4 皮膚、 なし
26 松風荘病院 358-0012 入間市東藤沢5-9-2 神、精神、 なし
27 白石医院 358-0024 入間市久保稲荷3-23-6 内、小 なし
28 鈴木内科医院 358-0024 入間市久保稲荷4-14-11 内、消内、小 なし
29 すずらんクリニック 358-0012 入間市東藤沢3-13-8ウエスタ武蔵藤内、消内、皮膚 なし
30 西武入間病院 358-0054 入間市大字野田3078-13 内、消化、循、小、外、泌、 なし
31 西武クリニック 358-0053 入間市仏子953-2 内、小、 なし
32 高橋内科 358-0011 入間市下藤沢382-6 内、消化、循、呼吸、糖尿 なし



入間市・越生町・毛呂山町施設共同利用連携登録医療機関

施設名 開設者名 〒 住所 科目 開設者との関係
33 たしま皮膚科泌尿器科 358-0003 埼玉県入間市豊岡1-8-1-313 皮膚、泌尿 なし
34 たにかわ眼科クリニック 358-0002 入間市東町7-14-12 眼、 なし
35 段塚クリニック 358-0011 入間市下藤沢368-3 内、小、外、産、婦、 なし
36 寺師医院 358-0003 入間市豊岡5-5-25 内、小、皮膚、 なし
37 豊岡クリニック 358-0003 入間市豊岡1-2-17 内、呼吸、消化、循、小、 なし
38 豊岡整形外科病院 358-0003 入間市豊岡1-8-3 整形、リハ なし

39 豊岡第一病院 358-0007 入間市黒須1369-3
内、胃腸、循、リウ、外、整形、
形成、美容、皮膚、泌、こう門、
婦、リハ、放、

なし

40 はなわ内科・胃腸内科クリニック 358-0013 入間市上藤沢424-24 内、胃腸、アレ、糖、漢方、内視 なし
41 林医院 358-0008 入間市河原町11-26 内、小、外、整形、皮膚、 なし

42 原田病院 358-0003 入間市豊岡1-13-3
内、神内、消化、呼吸、循、外、
整形、脳外、泌、こう門、耳鼻、
リハ、放、麻、

なし

43 ふくもと眼科 358-0054 入間市野田936 眼 なし
44 藤沢耳鼻咽喉科医院 358-0011 入間市下藤沢426 耳鼻、気管食道 なし
45 細谷医院 358-0054 入間市野田556-1 内、胃腸、小、リハ、外 なし

46 本田小児科内科クリニック 358-0013 入間市上藤沢17-1リスペクトKアンドS102
小児科, 内科, 皮膚科, アレル
ギー科

なし

47 メディカルパーク入間 358-0024 入間市久保稲荷1-29-3 産、婦 なし
48 武蔵藤沢セントラルクリニック 358-0011 入間市大字下藤沢375-1 内、 なし
49 長瀬クリニック 350-0436 入間郡毛呂山町川角94-2 内、小、皮膚、 なし
50 石川眼科 350-0414 入間郡越生町越生東2-7-3 眼、 なし
51 初野医院 350-0443 入間郡毛呂山町長瀬1850 内、循、 なし
52 柴崎皮膚科医院 350-0461 入間郡毛呂山町中央4-19-12 形成、皮膚、 なし
53 市川医院 350-0416 入間郡越生町大字越生981 内、循、小、 なし
54 山田クリニック 358-0011 入間市下藤沢1292-10 内、呼吸、消化、アレ、小、 なし
55 山岸内科クリニック 358-0022 入間市扇町屋1-11-34 内、消化、アレ、 なし
56 吉田産科小児科医院 358-0054 入間市野田640-5 小、産婦、 なし
57 くぼた耳鼻咽喉科クリニック 350-0414 入間郡越生町越生東2-7-9 耳鼻、 なし
58 はなみず木整形外科 350-0413 入間郡越生町如意102-9 整形、リハ、 なし
59 越生メディカルクリニック 350-0411 入間郡越生町黒岩199-1 内、 なし
60 ゆずの木台クリニック 350-0461 入間郡毛呂山町中央2-5-5 内、循、小、眼 なし
61 もろやま眼科 350-0441 入間郡毛呂山町岩井西2-11-8 眼、 なし
62 街かどのクリニック 350-0436 入間郡毛呂山町川角7-1 内 なし
63 ハピネス会川角クリニック 350-0435 入間郡毛呂山町下川原171 内 なし
64 野原医院 350-0432 入間郡毛呂山町大類64 内、眼 なし
65 かあいファミリークリニック 350-0415 入間郡越生町大字上野1025 内、外 なし



入間市・越生町・毛呂山町施設共同利用連携登録医療機関

施設名 開設者名 〒 住所 科目 開設者との関係
66 おっぺ小児科アレルギー科クリニック 350-0462 埼玉県入間郡毛呂山町若山1-8-7 小児、アレ、内 なし
67 入間駅前クリニック 358-0003 埼玉県入間市豊岡1-2-30横田スクエアビル 内 なし
68 さくらガーデンクリニック 358-0014 埼玉県入間市宮寺３０５９－１ 眼, 皮膚, 内, 歯 なし
69 つばさ総合診療所 358-0011 埼玉県入間市下藤沢３５０ 内, 整形, 皮膚, 精, 眼, 耳鼻, 歯 なし
70 はせがわクリニック 358-0003 埼玉県入間市豊岡４丁目６－３ 内、循 なし
71 毛呂山整形外科内科 350-0461 埼玉県入間郡毛呂山町中央２－１７－１２ 内, 整形, リハ なし
72 ふたばクリニック 350-0434 入間郡毛呂山町大字市場１０４２－１ 内, 耳鼻, 歯, 精, 皮膚, 眼, 外 なし



合計 院内 院外

1 9月15日 PSLS(脳卒中病院前救護） 医師、看護師、救急隊 39 20 19
教育研究棟
タスクトレーニング室

2 12月15日 PSLS(脳卒中病院前救護） 医師、看護師、救急隊 39 14 25
教育研究棟
タスクトレーニング室

地域の医療従事者の資質の向上を図るための研修（令和2年度実績）

「PSLS 脳卒中病院前救護」

№ 開催日 タイトル 対象職種
参加者数

実施場所



合計 院内 院外

1 2020/12/9

・薬剤耐性菌検出状況・抗菌薬
使用密度・手指衛生実施回数
について
・COVID-19　感染対策につい
て

医師・看護師・薬剤師・臨
床検査技師・理学療法
士・事務

45 7 38
教育研究棟2階　L-2-
2
（オンライン開催）

2 2021/2/24

・薬剤耐性菌検出状況・抗菌薬
使用密度・手指衛生実施回数
について
・COVID-19　感染対策につい
て
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床検査技師・放射線技
師・理学療法士・事務
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令和2年度　地域の医療従事者を含む研修会等の開催状況

部署名：感染対策室 報告者名：光武耕太郎
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「感染防止地域連携カンファレンス」
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