「とねっと」参加（利用）医療機関一覧

こちらの医療機関を受診する際には、とねっとカードを受付にお出しください。
令和2年1月1日現在

■中核医療機関、画像診断施設
№

施設名

市・町別

住所

電話番号

診療科目

内科、呼吸器内科、消化器内科、腎臓内科、神経内科、循環器科、小児科、外科、呼吸器外科、
0480-52-3611 脳神経外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、皮膚科、整形外科、リハビリテーション科、放射線
科、麻酔科
呼吸器内科、循環器内科、消化器内科、糖尿病・代謝内科、腎臓内科、神経内科、外科、呼吸器
0480-26-0033 外科、整形外科、脳神経外科、形成外科、皮膚科、泌尿器科、婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、リハ
ビリテーション科、診療放射線科、麻酔科、救急科
内科、循環器内科、消化器内科、消化器外科、呼吸器内科、神経内科、リウマチ科、外科、肛門
048-552-1111 外科、整形外科、脳神経科、皮膚科、泌尿器科、眼科、耳鼻咽喉科、小児科、麻酔科、放射線
科、リハビリテーション科
内科、呼吸器内科、循環器内科、消化器内科、糖尿病・代謝・内分泌内科、神経内科、外科、消
0480-40-1311 化器外科、乳腺・内分泌外科、血管外科、整形外科、脳神経外科、形成外科、皮膚科、リュウマチ
科、泌尿器科、眼科、耳鼻咽喉科、リハビリテーション科、放射線科、麻酔科

1 社会福祉法人恩賜財団済生会支部 埼玉県済生会栗橋病院

久喜市

久喜市小右衛門 714-6

2 医療法人社団埼玉巨樹の会 新久喜総合病院

久喜市

久喜市上早見418-1

3 社会医療法人壮幸会 行田総合病院

行田市

行田市持田376

4 社会医療法人ｼﾞｬﾊﾟﾝﾒﾃﾞｨｶﾙｱﾗｲｱﾝｽ 東埼玉総合病院

幸手市

幸手市吉野517-5

5 医療法人 土屋小児病院

久喜市

久喜市久喜中央 3-1-10

0480-21-0766 小児科、内科、皮膚科、アレルギー科、児童精神科、神経内科（小児のみ）

6 医療法人顕正会 蓮田病院

蓮田市

蓮田市根金字大山1662-1

外科、内科、整形外科、消化器科、呼吸器科、循環器科、形成外科、脳神経外科、皮膚科、泌尿
048-766-8111 器科、肛門科、眼科、耳鼻咽喉科、麻酔科、リハビリテーション科、放射線科、歯科口腔科、人工
透析、漢方外来

7 独立行政法人国立病院機構 東埼玉病院

蓮田市

蓮田市黒浜4147

048-768-1161

8 埼玉医療生活協同組合 羽生総合病院

羽生市

羽生市大字下岩瀬446

内科、循環器科、小児科、外科、整形外科、脳外科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻
048-562-3000 咽喉科、放射線科、麻酔科、人工透析科、リハビリ科、歯科口腔外科、和漢診療科、救急総合診
療科

9 加須市医療診断センター

加須市

加須市富士見町5-38

0480-63-1181 放射線科

内科、神経内科、呼吸器科、循環器科、アレルギー科、リウマチ科、小児科、外科、整形外科、呼
吸器外科、皮膚科、眼科、耳鼻咽喉科、リハビリテーション科、放射線科、歯科、歯科口腔外科

■県立医療機関
№

施設名

1 埼玉県立循環器・呼吸器病センター

2 埼玉県立がんセンター

市・町別
熊谷市

伊奈町

3 埼玉県立小児医療センター

さいたま市

住所

電話番号

診療科目

熊谷市板井1696

048-536-9900

循環器内科 、心臓血管外科、放射線科、呼吸器内科、呼吸器外科、消化器外科、脳神経外科、
リハビリテーション科、麻酔科、病理診断科

北足立郡伊奈町大字小室780

消化器内科、内視鏡科、消化器外科、呼吸器内科、胸部外科、乳腺腫瘍内科、乳腺外科、形成
外科、頭頸部外科、歯科口腔外科、婦人科、泌尿器科、整形外科、脳神経外科、血液内科、皮膚
048-722-1111
科、麻酔科、放射線治療科、放射線診断科、緩和ケア科、精神腫瘍科、腫瘍診断・予防科、病理
診断科

さいたま市中央区新都心1-2

【内科系診療部門】
総合診療科、新生児科、代謝・内分泌科、消火器・肝臓科、感染免疫・アレルギー科、血液・腫瘍
科、遺伝科、循環器科、神経科、精神科・精神保健外来
【外科系診療部門】
048-601-2200
小児外科、心臓血管外科、脳神経外科、整形外科、形成外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、皮
膚科、歯科
【中央診療部門】
集中治療科、救急診療科、外傷診療科、麻酔科、病理診断科

■臨床検査施設
№

施設名

市・町別

住所

電話番号

1 社団法人 北埼玉医師会立メディカルセンター

加須市

加須市馬内441

0480-61-2336

2 株式会社 保健科学東日本

鴻巣市

鴻巣市天神3-673

048-544-1129

備考

№

施設名

3 株式会社 ビー・エム・エル

市・町別

住所

さいたま市 さいたま市見沼区中川1138-5

4 株式会社 江東微生物研究所

館林市

群馬県館林市美園町12-11

電話番号

備考

049-232-0111 令和元年10月1日より、第一臨床医学検査センターはビー・エム・エルと合併
0276-74-9011

5 株式会社 昭和メディカルサイエンス

さいたま市 さいたま市北区宮原町2-38-9

048-782-9598

6 株式会社 ＬＳＩメディエンス

さいたま市 さいたま市北区宮原2-42-7

048-662-2350

■病院・診療所
№

施設名

市・町別

住所

電話番号

診療科目

1 埼玉医療生活協同組合 行田ふれあいクリニック

行田市

行田市持田3丁目15番23号

048-555-1155 内科、循環器

2 根本医院

行田市

行田市行田10番22号

048-555-1261 内科・小児科

3 やまかわ内科クリニック

行田市

行田市壱里山町18-6マルオカビル2階

048-564-1488 内科

4 医療法人社団順孝会 あだち眼科

加須市

加須市南大桑1620-1

0480-65-5988 眼科

5 いけざわ医院

加須市

加須市南篠崎141-5

0480-65-8165 内科、小児科、循環器内科、消化器内科

6 梅澤医院

加須市

加須市向川岸町4-6

0480-61-0037 内科

7 おおき内科泌尿器科クリニック

加須市

加須市南小浜633-1

0480-48-5775 内科、泌尿器科

8 医療法人 大久保病院

加須市

加須市砂原286-1

0480-72-2125 内科、外科、整形外科、リハビリ科

9 加須市国民健康保険北川辺診療所

加須市

加須市柳生66-1

0280-62-2300 内科、小児科

10 埼玉医療生活協同組合 加須ふれあいクリニック

加須市

加須市下三俣1790-1

0480-61-8561 内科、外科、小児科、泌尿器科

11 かぞ南内科クリニック

加須市

加須市南町5-18

0480-61-0205 内科、消化器・肝臓内科、糖尿病内科、アレルギー科

12 医療法人 加藤こどもクリニック

加須市

加須市大門町6-34

0480-61-0304 小児科

13 医療法人社団 神沼整形外科医院

加須市

加須市睦町2-2-21

0480-62-5001 整形外科、リハビリテーション科

14 医療法人愛應会 騎西クリニック病院

加須市

加須市日出安1313-1

0480-73-3311

15 埼玉医療生活協同組合 騎西ふれあいクリニック

加須市

加須市騎西1352-3

0480-73-6211 内科

16 坂入医院

加須市

加須市柳生2094-1

0280-62-5005 内科、小児科

17 さくらホームクリニック

加須市

加須市柏戸765-7

0280-23-5990 内科、整形外科、精神科

18 ３６５クリニック

加須市

加須市花崎北1-16-5

0480-66-2111 内科、小児科

19 篠﨑医院

加須市

加須市大越1460

0480-68-6308 整形外科、内科、循環器内科

20 篠原医院

加須市

加須市中央1-11-12

0480-61-0054 内科、小児科

21 医療法人 十善病院

加須市

加須市愛宕1-9-16

0480-61-2595

内科、循環器科、消化器科、外科、大腸肛門科、泌尿器科、リハビリテーション科、整形外科、形
成外科、眼科、耳鼻咽喉科、歯科口腔外科、皮膚科

外科、消化器外科、肛門外科、内科、呼吸器内科、循環器内科、糖尿病内科、内分泌内科、皮膚
科

№

施設名

市・町別

住所

電話番号

診療科目

22 医療法人社団 ピカレディースクリニック

加須市

加須市南篠崎2252

0480-65-7750 産婦人科

23 武正医院

加須市

加須市中樋遣川1745-1

0480-69-1057 胃腸科、外科、内科、小児科

24 なつみクリニック皮膚科

加須市

加須市南大桑1494-1

0480-66-1775 皮膚科

25 医療法人社団弘人会 中田病院

加須市

加須市元町6-8

0480-61-3122

26 福島医院

加須市

加須市常泉13-1

0480-65-2212 内科

27 富士見町さくら内科クリニック

加須市

加須市富士見町14-23

0480-63-0111 内科、循環器科、呼吸器科、糖尿病、消化器科

28 本町福島クリニック

加須市

加須市本町6-33

0480-61-0146 内科、外科、消化器内科、皮膚科、泌尿器科、整形外科

29 松川内科クリニック

加須市

加須市南大桑1494-4

0480-66-2622 内科

30 医療法人社団 松村医院

加須市

加須市志多見436-1

0480-61-5305 内科

31 松本医院

加須市

加須市本町11-5

0480-61-0027 内科、循環器科

32 医療法人社団冥加会 柳生診療所

加須市

加須市柳生2824番地1

0280-62-3851 脳外科、内科、整形外科、リハビリ科

33 宏和会クリニック

加須市

加須市陽光台2丁目883-78

0280-23-1177 内科、神経内科

34 西山救急クリニック

加須市

加須市北小浜408番地

0480-63-3111 救急科（内科、外科、小児科）、循環器内科、脳神経外科、整形外科、リハビリテーション科

35 竹乃森診療所

加須市

加須市旗井1743-2

0480-53-7717 内科、消化器科・放射線科

36 山崎医院

加須市

加須市根古屋642-10

0480-73-6463 整形外科、内科、リハビリテーション科

37 医療法人日新会 新井整形外科

羽生市

羽生市藤井上組1009番地

048-563-2326 整形外科

38 今成医院

羽生市

羽生市下川崎818番地

048-561-2317 内科、皮膚科

39 医療法人桑梓会 漆原医院

羽生市

羽生市大字下新郷1035-3

048-562-1551 内科、循環器科、消化器科、小児科、婦人科、リハビリテーション科

40 医療法人 神山クリニック

羽生市

羽生市上手子林62番地2

048-565-1802 内科、循環器科、消化器科、小児科

41 中村レディスクリニック

羽生市

羽生市中岩瀬612

048-562-3505 産婦人科

42 医療法人樫楠会 冨田脳外科クリニック

羽生市

羽生市南3丁目3番11号

048-563-0050 脳神経外科

43 平野クリニック

羽生市

羽生市東7-8-6

048-563-2841 内科

44 医療法人博樹会 ひらの内科胃腸科

羽生市

羽生市藤井上組858番地1

048-560-1385 内科、胃腸科

45 メディモ・羽生内科

羽生市

羽生市川崎2-281-3イオンモ-ル羽生1Ｆ

048-580-5558 内科

46 医療法人仁寿会 山田クリニック

羽生市

羽生市上新郷5939

048-561-0177 内科、脳神経外科、外科、小児科

47 太田整形外科クリニック

羽生市

羽生市南2-20-22

048-562-6700 リウマチ科、整形外科、形成外科、リハビリテーション、眼科

48 浅川医院

久喜市

久喜市栗橋東2-7-18

0480-52-0114 内科、外科

49 新井医院

久喜市

久喜市久喜北 2-3-60

0480-23-5350 内科、糖尿病内科、代謝内科

50 久喜江面クリニック

久喜市

久喜市江面1562-1

0480-25-1101 内科、内分泌科、糖尿病科

51 医療法人 斎藤医院

久喜市

久喜市本町 1-8-2

0480-21-0170 内科、小児科

52 医療法人紫陽会 高橋医院

久喜市

久喜市上内 1746

0480-58-8787 内科、皮膚科、循環器内科、呼吸器内科、アレルギー科

整形外科、内科、消化器科、循環器科、小児科、外科、形成美容外科、皮膚科、リウマチ科、リハ
ビリテーション科

№

施設名

市・町別

住所

電話番号

診療科目
内科、小児科、外科、脳神経外科、整形外科、リウマチ科、肛門科、循環器科、心臓血管外科、
神経内科、眼科、腎臓内科、消化器内科、消化器外科、心療内科

53 東鷲宮病院

久喜市

久喜市桜田2-6-5

0480-58-2468

54 深井眼科

久喜市

久喜市久喜中央4-9-11ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ久喜店5階

0480-25-1211 眼科

55 医療法人 堀中脳神経外科クリニック

久喜市

久喜市東大輪 507-1

0480-59-6661 脳神経外科、神経内科、放射線科、リハビリ科

56 まがま内科医院

久喜市

久喜市間鎌294

0480-52-0600 内分泌内科、循環器科、呼吸器科、内科、胃腸科

57 宮本医院

久喜市

久喜市久喜東1-7-40

0480-22-4484 内科

58 医療法人 社団永成会矢作整形外科・内科

久喜市

久喜市東大輪143-3

0480-59-3333 整形外科、内科、麻酔科、リハビリテーション科

59 吉田内科クリニック

久喜市

久喜市久喜東 3-23-10

0480-29-2770 内科

60 よしば診療所

久喜市

久喜市吉羽1-28-23

0480-26-7200 内科

61 依田耳鼻咽喉科歯科医院

久喜市

久喜市上内 1177-3

0480-58-1525 耳鼻咽喉科

62 しらさきクリニック ハートセンター

久喜市

久喜市久喜新1180-1

0480-22-9900 心臓・血管内科、心臓血管外科、内科、循環器内科

63 西村内科クリニック

蓮田市

蓮田市東6-3-24 ｵｽﾃﾝﾄﾞﾙﾌ吉田102

048-765-7888 内科、消化器科、小児科

64 医療法人社団愛友会 蓮田一心会病院

蓮田市

蓮田市本町3-17

048-764-6411

65 医療法人社団彩優会 秋谷病院

幸手市

幸手市中 4-14-41

0480-42-2125 整形外科、外科、内科、胃腸科、脳外科、小児科、リハビリテーション科

66 医療法人淳誠会 いいじまクリニック

幸手市

幸手市幸手2061-2

0480-40-5100 内科

67 回生会 石塚医院

幸手市

幸手市北 3-10-20

0480-43-7777 内科、皮膚科、外科

68 いわさきハートクリニック

幸手市

幸手市南3-11-20

0480-44-3810 内科、循環器科

69 久我クリニック

幸手市

幸手市中5-9-17

0480-40-3105 内科、循環器科、呼吸器科

70 さって福祉病院

幸手市

幸手市幸手3440

0480-43-7677 内科

71 医療法人 のうみクリニック

幸手市

幸手市幸手 5264-1

0480-42-7233 内科、小児科、消化器内科

72 医療法人 野口内科小児科医院

幸手市

幸手市南 2-4-9

0480-42-0123 内科、小児科

73 医療法人社団暢清会 のぶクリニック

幸手市

幸手市栄 3-5-102

0480-42-5126 内科、消化器内科、循環器内科

74 医療法人幸仁会 堀中病院

幸手市

幸手市東 3-1-5

0480-42-2081 内科、外科、整形外科、リハビリテーション科、婦人科、小児科、泌尿器科、放射線科、神経内科

75 益山クリニック

幸手市

幸手市北3-1-3

0480-40-5511 泌尿器科、腎臓内科、人工透析内科

76 医療法人慈照会 むさしのメディカルクリニック

幸手市

幸手市幸手2807

0480-40-6001

77 医療法人社団 ワイズレディースクリニック

幸手市

幸手市上高野1978

0480-44-0555 産科、婦人科、小児科

78 医療法人章敬会 鈴木医院

宮代町

宮代町須賀1302-1

0480-37-1500 内科、外科、整形外科

79 すずき整形外科クリニック

宮代町

宮代町和戸1373-1

0480-31-1181 整形外科、リウマチ科

80 公設宮代福祉医療センター（六花）

宮代町

宮代町大字須賀177

0480-36-2760 内科、外科、小児科、整形外科

81 医療法人社団一恵会 もとむらクリニック

宮代町

宮代町山崎478-9

0480-36-2121 内科、呼吸器科

82 医療法人 今井病院

杉戸町

杉戸町杉戸 3-11-1

0480-32-0065 内科

内科、呼吸器内科、循環器内科、外科、整形外科、脳神経外科、泌尿器科、皮膚科、小児科、耳
鼻咽喉科、 乳腺外科、麻酔科、消化器内科

整形外科、内科、外科、眼科、循環器内科、消化器内科（内視鏡）、血管外科、肛門外科、神経内
科、リハビリテーション科、リウマチ科

№

施設名

市・町別

住所

電話番号

診療科目

83 医療法人 杉戸クリニック

杉戸町

杉戸町下高野 1760-1

0480-33-0088 外科、内科、整形外科、リハビリテーション科

84 玉井産婦人科医院

杉戸町

杉戸町清地 1-2-30

0480-33-2464 産科、婦人科、内科

85 宮城内科クリニック

杉戸町

杉戸町清地4-10-24

0480-37-2525 内科、リウマチ科、アレルギー科

86 山根医院

杉戸町

杉戸町高野台南 2-3-12

0480-33-3314 内科、小児科

87 社会医療法人ｼﾞｬﾊﾟﾝﾒﾃﾞｨｶﾙｱﾗｲｱﾝｽ 東埼玉総合病院附属清地ｸﾘﾆｯｸ

杉戸町

杉戸町清地5-1-2

0480-37-2511 内科、整形外科、脳神経外科

88 埼玉杉戸診療所

杉戸町

杉戸町本郷273-1

0480-48-6904 内科、整形外科、リハビリテーション科

■歯科医療機関
№

施設名

市・町別

住所

電話番号

1 ひやり川歯科医院

加須市

加須市下樋遣川5799-1

0480-69-1600

2 馬橋歯科医院

加須市

加須市騎西31-4

0480-73-0158

3 北之内歯科医院

加須市

加須市久下5-13-1

0480-65-7008

4 まるか歯科クリニック

加須市

加須市南町6-9

0480-61-0026

5 増田歯科クリニック

加須市

加須市川口120-4

0480-66-0418

6 よしの歯科医院

羽生市

羽生市北袋13-1

048-563-3770

7 渡辺歯科医院

久喜市

久喜市伊坂469-5

0480-52-1213

8 一之瀬歯科医院

蓮田市

蓮田市閏戸3949-6

048-766-8025

9 小森谷歯科医院

幸手市

幸手市南1-4-17

0480-43-0888

10 高柳歯科医院

幸手市

幸手市中3-14-4

0480-42-0270

■調剤薬局
№

施設名

市・町別

住所

電話番号

1 ファーコス薬局 行田

行田市

行田市佐間2-16-36

048-550-1007

2 フレンド薬局

行田市

行田市宮本16-24

048-501-8661

3 あすなろ薬局 大越店

加須市

加須市大越1444-1

0480-44-5925

4 O.K.百草薬局 日出安店

加須市

加須市日出安258-4

0480-73-3900

5 加茂薬局

加須市

加須市北篠崎1493

0480-68-5971

6 きりん薬局 加須店

加須市

加須市北小浜404-1

0480-53-9960

7 十字堂薬局

加須市

加須市本町2-10

0480-63-1169

8 ファーコス薬局 みのり

加須市

加須市南大桑1495-4

0480-65-0417

9 元町薬局

加須市

加須市元町6-12

0480-63-2181

10 薬樹薬局 加須

加須市

加須市本町2-11

0480-61-1857

備考

№

施設名

市・町別

住所

電話番号

備考

11 大和薬局

加須市

加須市中央2-10-8

0480-61-0055

12 クオール薬局 羽生中央店

羽生市

羽生市南5-3996-1

048-561-5277

13 クオール薬局 羽生東店

羽生市

羽生市藤井上組874-3

048-560-3470

14 CMSさくら草薬局

羽生市

羽生市下川崎511-3

048-560-1650

15 ひかり薬局

羽生市

羽生市下新郷1054-2

048-560-3309

16 ファーコス薬局 つばめ

羽生市

羽生市東7-7-9

048-562-7070

17 のぞみ薬局

羽生市

羽生市北3-11-1

048-562-5558

18 あおい薬局 北店

久喜市

久喜市久喜北2-2-35

0480-25-5537

19 コスモ薬局 久喜

久喜市

久喜市久喜中央2-10-6

0480-25-4801

20 アイン薬局 久喜本町店

久喜市

久喜市本町2-16-39

0480-25-1193 わかば薬局久喜本町店より名称変更（R1.12.1より）

21 クオール薬局 白岡店

白岡市

白岡市千駄野1340-5

0480-93-1611

22 ウエサカ薬局

蓮田市

蓮田市閏戸4122-14

048-766-3366

23 クオール薬局 蓮田店

蓮田市

蓮田市東6-3-5

048-769-2124

24 コスモ薬局 黒浜

蓮田市

蓮田市黒浜2945-4

048-765-3900

25 コスモ薬局 蓮田

蓮田市

蓮田市根金1665-5

048-766-8118

26 クオール薬局 幸手中央店

幸手市

幸手市幸手2060-5

0480-40-5343

27 クオール薬局 幸手西口店

幸手市

幸手市南3-16-15

0480-40-3180

28 クオール薬局 幸手南店

幸手市

幸手市南2-2-16

0480-40-3133

29 さくら薬局 幸手中店

幸手市

幸手市中5-2-3

0480-40-3071

30 みるい薬局

宮代町

宮代町山崎478-11

0480-34-6656

31 あき薬局

杉戸町

杉戸町高野台西1-11-24

0480-34-1887

■圏域外医療機関
№

施設名

市・町別

住所

電話番号

備考

1 熊谷総合病院

熊谷市

熊谷市中西4-5-1

内科、消化器内科、循環器内科、呼吸器内科、糖尿病内科、腎臓内科、リウマチ、膠原病内科、
禁煙外来、総合診療科、外科、整形外科、小児科、脳神経外科、物忘れ、認知症外来、泌尿器
048-521-0065
科、産婦人科、皮膚科、眼科、耳鼻咽喉科、形成外科、麻酔科、放射線科、緩和ケア、スキンケア
外来、リハビリテーション科、人口透析内科、消化器外科、脳神経内科

2 埼玉脳神経外科病院

鴻巣市

鴻巣市上谷664-1

048-541-2800

脳神経外科、皮膚科、整形外科、消化器科、リウマチ科、内科、呼吸器科、リハビリテーション科、
形成外科、循環器科

