
県所管事業所

№ 施設名
設置主体及び「経営主

体」
所在地（市町

村）
所在地 郵便番号 開始年月日 定員 電話 ＦＡＸ 最寄駅 診療科目

投薬費用の減免
（薬の種類等に
よっても異なり
ますので事業所
に御相談くださ

い。）

1 埼玉県済生会鴻巣病院
(福)恩賜財団済生会支
部埼玉県済生会

鴻巣市 八幡田849 365-0073 昭25. 6. 1 379 048-596-2221 048-596-6786 高崎線鴻巣駅から徒歩25分 内科、精神科 減免対応あり

2 埼玉慈恵病院 (福)埼玉慈恵会 熊谷市 石原3-208 360-0816 昭27. 5.31 160 048-521-0321 048-521-4595
高崎線熊谷駅から深谷駅行又
は新島車庫行バス「石原郵便
局前」下車徒歩2分

内科、呼吸器科、外科、循環器科、消化
器科、整形外科、リハビリテーション
科、泌尿器科、放射線科

減免対応あり

3 野中東晧会静風荘病院 (一財)野中東晧会 新座市 堀ノ内1-9-28 352-0023
昭60.10.29
東京から移
転

124 048-477-7300 048-477-7010
東武東上線志木駅からひば
りヶ丘駅行バス「福祉セン
ター入口」下車徒歩1分

内科、循環器科、消化器科、呼吸器科、
眼科、糖尿病内科、血液内科、リウマチ
科、女性内科、リハビリテーション科

減免対応あり

4 埼玉県済生会加須病院
(福)恩賜財団済生会支
部埼玉県済生会

加須市 上高柳1680 347-0101 令4.6.1 329 0480-70-0888 0480-70-0889 東武伊勢崎線加須駅

内科、腎臓内科、消化器内科、糖尿病・
内分泌内科、呼吸器内科、脳神経内科、
循環器内科、小児科、外科、脳神経外
科、皮膚科、泌尿器科、眼科、耳鼻咽喉
科、リハビリテーション科、整形外科、
放射線科、麻酔科、救急科、漢方内科、
乳腺外科、内視鏡外科、心臓血管外科、
呼吸器外科、形成外科、血液内科

減免対応あり

5 済生会内牧クリニック
(福)恩賜財団済生会支
部埼玉県済生会

春日部市 内牧3149 344-0051 平22. 4. 1 ― 048-755-2118  048-755-2119

東武伊勢崎線春日部駅からタ
クシー約10分又は春日部エミ
ナース行バス「内牧彩光苑」
下車徒歩5分

内科、消化器内科、外科 －

6 埼玉西協同病院
医療生協さいたま生活
協同組合

所沢市 中富1865 359-0002 平22. 4.16 99 0570-010-323 04-2941-2525 
西武新宿線新所沢駅から航空
公園駅行バス「市民武道館
前」下車徒歩7分

内科、眼科、外科、皮膚科、整形外科、
歯科

減免対応あり

7 陣屋クリニック （福）ゆずの木 新座市 野火止1-19-15 352-0011 平24.4.1 ― 048-483-7355 048-483-7320

東武東上線志木駅からひばり
が丘行きバス「平林寺前」下
車徒歩6分又は武蔵野線新座
駅から徒歩20分

内科、精神科、小児科 －

8 秩父生協病院
医療生協さいたま生活
協同組合

秩父市 阿保町1-11 368-0016 平24.5.1 75 0494-23-1300 0494-22-1721
秩父鉄道大野原駅から徒歩15
分

内科、小児科、循環器科、リハビリ科 減免対応あり

無料低額診療事業所　一覧表



№ 施設名
設置主体及び「経営主

体」
所在地（市町

村）
所在地 郵便番号 開始年月日 定員 電話 ＦＡＸ 最寄駅 診療科目

投薬費用の減免
（薬の種類等に
よっても異なり
ますので事業所
に御相談くださ

い。）

9 大井協同診療所
医療生協さいたま生活
協同組合

ふじみ野市 ふじみ野1-1-15356-0050 平24.8.1 ― 049-267-1101 049-267-1108
東武東上線ふじみ野駅から徒
歩15分

内科 減免対応あり

10 みさと健和クリニック 医療法人財団健和会 三郷市 鷹野4-510-1 341-0035 平25.2.1 ― 048-955-8551 048-948-0620

つくばエクスプレス三郷中央
駅から金町駅行きバス「鎌倉
北」下車徒歩１分又は「水神
橋」下車徒歩５分

内科、胃腸科、呼吸器科、循環器科、リ
ウマチ科、精神科、小児科、外科、整形
外科、呼吸器外科、脳神経外科、皮膚
科、泌尿器科、肛門科、婦人科、眼科、
耳鼻咽喉科、放射線科、リハビリテー
ション科

－

11 みさと健和病院 医療法人財団健和会 三郷市 鷹野4-494-1 341-8555 平25.2.1 282 048-955-7171 048-955-5120

つくばエクスプレス三郷中央
駅から金町駅行きバス「鎌倉
北」下車徒歩１分又は「水神
橋」下車徒歩５分

内科、消化器内科、呼吸器内科、循環器
内科、リウマチ科、小児科、外科、整形
外科、脳神経外科、皮膚科、泌尿器科、
肛門外科、婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、
放射線科、精神科、リハビリテーション
科、呼吸器外科、麻酔科、消化器外科、
救急科

減免対応あり
（入院される
場合のみ）

12 西熊谷病院
公益財団法人西熊谷病
院

熊谷市 石原572 360-0816 平26.1.1 528 048-522-0200 048-525-8384
高崎線熊谷駅から深谷駅・籠
原駅・新島車庫行バス「西熊
谷病院前」下車

精神科 －

13 熊谷生協病院
医療生協さいたま生活
協同組合

熊谷市 上之3854 360-0012 平27.2.1 105 048-524-3841 048-524-8409

ＪＲ高崎線、上越新幹線、秩
父線熊谷駅下車南口無料送迎
バス15分（ホームページ参
照）

内科、小児科
応相談

（原則対応で
きない）

14 かすかべ生協診療所
医療生協さいたま生活
協同組合

春日部市 谷原2-4-12 344-0065 平27.2.1 ― 048-752-6143 048-752-6173
東武伊勢崎線・東部野田線春
日部駅から徒歩１５分

内科 減免対応あり

15 行田協立診療所
医療生協さいたま生活
協同組合

行田市 本丸18-3 361-0052 平27.2.1 ― 048-556-4581　 048-556-8521

秩父鉄道行田市駅より徒歩約
10分
JR高崎線吹上駅より前谷経由
行田車庫行き忍城前下車

内科、一般歯科、小児歯科 減免対応あり

16 あさか虹の歯科
医療生協さいたま生活
協同組合

朝霞市 浜崎724-2 351-0033 平27.3.1 ― 048-476-8241 048-476-8242

・武蔵野線「北朝霞駅」
・東武東上線「朝霞台駅」
　南口より徒歩７分
　朝霞厚生病院　隣り

一般歯科、小児歯科 減免対応あり



№ 施設名
設置主体及び「経営主

体」
所在地（市町

村）
所在地 郵便番号 開始年月日 定員 電話 ＦＡＸ 最寄駅 診療科目

投薬費用の減免
（薬の種類等に
よっても異なり
ますので事業所
に御相談くださ

い。）

17 所沢診療所
医療生協さいたま生活
協同組合

所沢市 宮本町2-23-34 359-1143 平27.6.1 ― 04-2924-0121 04-2921-1349

西武新宿線航空公園駅より徒
歩１０分
西武新宿線西所沢駅より徒歩
１５分
所沢駅、新所沢駅、西所沢駅
から無料定期連絡便あり
（ホームページ参照）

内科、循環器内科 減免対応あり

18 なでしこメンタルクリニック
(福)恩賜財団済生会支
部埼玉県済生会

鴻巣市

本町1-1-3
エルミこうの
す（エルミ2）
4階

365-0038 平30.6.1 ― 048-598-6600 048-598-6632
高崎線鴻巣駅東口から徒歩1
分

精神科、心療内科 －

19 葵クリニック (福)京悠会 所沢市
大字下富1202₋
1

359-0001 令2.6.1 ― 04-2937-5221 04-2937-5220
新所沢駅からバス（ショッピ
ングセンター前）18分、バス
停から徒歩10分

内科、脳神経内科、老年内科 －

20 吉沢病院 (医)寿会 本庄市 1216‐1 367-0000 令2.7.1 ― 0495-21-7781 0495-21-8560
JR本庄駅北口から徒歩約25分
、車で約10分
・はにぽん号の停留所あり

内科、リハビリテーション科、消化器
内科、リウマチ膠原病科、呼吸器内
科、循環器内科、放射線科

－

21 雪見原クリニック (福)輝陽樹会 所沢市 下富1011-1 359-0001 令3.12.1 ― 04-2946-7820 04-2946-7657
西武新宿線新所沢駅よりフラ
ワーヒル行きバス「十四軒」
下車徒歩７分

内科・心療内科・精神科 ―



＜参考＞さいたま市所管事業所

№ 施設名
設置主体及び「経営主

体」
所在地（市町

村）
所在地 郵便番号 開始年月日 定員 電話 ＦＡＸ 最寄駅 診療科目

投薬費用の減免
（薬の種類等に
よっても異なり
ますので事業所
に御相談くださ

い。）

1 埼玉精神神経センター （福）シナプス
さいたま市
中央区

本町東6-11-1 338-8577昭28.5.1 361 048-857-6811 048-857-0166
大宮駅東口から中並木経由大
宮駅西口行きバス「上小小学
校前」下車

精神科、神経内科、内科、歯科、リハビ
リテーション科、放射線科

2
医療生協さいたま
浦和民主診療所

医療生協さいたま生活
協同組合

さいたま市
浦和区

北浦和5-10-7 330-0074平24.4.1 － 048-832-6172 048-832-8984
京浜東北線北浦和駅から徒歩
８分

内科、糖尿病科、循環器科、消化器科

3
医療生協さいたま
おおみや診療所

医療生協さいたま生活
協同組合

さいたま市
西区

指扇1100-2 331-0047平26.11.1 － 048-624-0238 048-622-7570

大宮駅西口から「西遊馬」又
は「川越グリーンパーク」行
きバス「新屋敷」下車徒歩３
分

内科

4
医療生協さいたま
生協歯科

医療生協さいたま生活
協同組合

さいたま市
緑区

東浦和6-16-1 336-0926 H27.3.1 － 048-810-6100 048-810-6103

東浦和駅から徒歩１５分又は
浅間下経由「浦和駅東口」行
きバス「大牧小学校入口」下
車徒歩１分

歯科

無料低額診療事業所　一覧表



＜参考＞川口市所管事業所

№ 施設名
設置主体及び「経営主

体」
所在地（市町

村）
所在地 郵便番号 開始年月日 定員 電話 ＦＡＸ 最寄駅 診療科目

投薬費用の減免
（薬の種類等に
よっても異なり
ますので事業所
に御相談くださ

い。）

1 埼玉県済生会川口総合病院
(福)恩賜財団済生会支
部埼玉県済生会

川口市 西川口5-11-5 332-8558 昭21.10. 1 424 048-253-1551 048-256-5703 京浜東北線西川口駅徒歩8分

整形外科、消化器内科、外科、産婦人科、小児
科、脳神経外科、呼吸器内科、循環器内科、糖
尿病・内分泌内科、腎臓内科、泌尿器科、眼
科、耳鼻咽喉科、血管外科、神経内科、皮膚
科、放射線科、麻酔科、病理診断科、リハビリ
テーション科、内科、精神科、臨床検査科、腫
瘍内科、心臓外科、呼吸器外科、放射線技術科

減免対応あり

2 川口診療所
医療生協さいたま生活
協同組合

川口市 中青木4-1-20 332-0032 平23.6.1 ― 048-252-5512 048-252-4090 京浜東北線川口駅徒歩12分 内科のみ 減免対応あり

3 さいわい診療所
医療生協さいたま生活
協同組合

川口市 西青木5-1-40 332-0035 平27.2.1 ― 048-251-6002 048-252-0434 西川口駅より徒歩２０分 内科、小児科 減免対応あり

4 埼玉協同病院
医療生協さいたま生活
協同組合

川口市 木曽呂1317 333-0831 平27.5.1 399 048-296-4771 048-296-7182
東浦和駅から徒歩２０分（無
料送迎バスあり）

内科、循環器内科、呼吸器内科、消化器
内科、緩和ケア内科、小児科、外科、呼
吸器外科、消化器外科、乳腺外科、整形
外科、脳神経外科、産婦人科、泌尿器
科、皮膚科、眼科、耳鼻咽喉科、精神
科、放射線科、麻酔科、リハビリテー
ション科、病理診断科、リウマチ科、臨
床検査科、腎臓内科、血液内科、糖尿病
内科、救急科、泌尿器科（人工透析）、
緩和ケア外科、脳神経内科

－

無料低額診療事業所　一覧表


