
鴻巣保健所管轄内　3つの宣言登録一般診療所一覧（H31.3.31現在）

施設名 郵便番号 所在地
愛仁クリニック 362-0001 上尾市 上町１－８－１１
あげお在宅医療クリニック 362-0001 上尾市 上２０－８
医療法人江慈会　江原医院 362-0001 上尾市 上１１４８－２
北上尾クリニック 362-0001 上尾市 上１４４－２
武重外科整形外科 362-0001 上尾市 上２８１
特別養護老人ホームあけぼの診療所 362-0001 上尾市 上野５６７
医療法人ピオス会幹クリニック 362-0005 上尾市 上平中央１－１９－１０
よこづか眼科 362-0007 上尾市 久保４５７－８
佐々木医院 362-0011 上尾市 平塚１７０１
さくらクリニック 362-0013 上尾市 上尾市上尾村５４２－１
医療法人慧山会上尾脳神経外科クリニック 362-0014 上尾市 本町１－３－１６
ナラヤマレデイースクリニック 362-0014 上尾市 本町１－１－７
おが・おおぐし眼科 362-0015 上尾市 緑丘１－６－１
医療法人社団愛友会上尾中央腎クリニック 362-0016 上尾市 原新町１６－４
北上尾すこやかクリニック 362-0016 上尾市 原新町１５－１４　小林ビル２F
上尾二ツ宮クリニック 362-0017 上尾市 二ツ宮９５４－１
沼南ハートクリニック 362-0021 上尾市 原市２２５１－１
原市診療所 362-0021 上尾市 原市３３３６
Womans Clinic  ひらしま産婦人科 362-0021 上尾市 原市１４６４
わたなべクリニック 362-0021 上尾市 原市２３８７－２
清水内科医院 362-0022 上尾市 瓦葺２６７０
本田小児科医院 362-0022 上尾市 瓦葺１０２２
たまき整形外科内科 362-0025 上尾市 上尾下９７３－２３
中村内科医院 362-0034 上尾市 愛宕２－４－１
医療法人畑医院 362-0034 上尾市 愛宕３－８－６５
福島医院 362-0034 上尾市 愛宕２－１８－２５
あだち内科神経内科クリニック 362-0036 上尾市 宮本町２－１　アリコベール上尾サロン館１Ｆ
西村ハートクリニック 362-0036 上尾市 宮本町３－２　２０２
医療法人啓生会上尾胃腸科外科医院 362-0037 上尾市 上町２－１３－３
上尾こいけ眼科 362-0041 上尾市 富士見２－２０－３６
松沢医院 362-0043 上尾市 西宮下４－３３５－１
上尾キッズクリニック 362-0046 上尾市 壱丁目４６６－４
おおたけ眼科上尾医院 362-0046 上尾市 大字壱丁目３６７　アリオ上尾２Ｆ
上林眼科医院 362-0047 上尾市 今泉３６５－６８
上尾整形外科 362-0048 上尾市 川２８９－４５
しばさき内科クリニック 362-0051 上尾市 原市２３８１－３
上尾内科循環器科 362-0059 上尾市 平方４１３８
鰺坂医院 362-0059 上尾市 平方２６８５
かわかみこどもクリニック 362-0061 上尾市 藤波３－１８８
あげお第一診療所 362-0064 上尾市 小敷谷８４５－１　西上尾第一団地2-38-102
西上尾第二団地診療所 362-0064 上尾市 小敷谷７７－１
上尾市立養護老人ホーム恵和園医務室 362-0066 上尾市 領家３７１－１
医療法人社団上尾の森診療所 362-0067 上尾市 中分１－１７４－２
医療法人健好会石橋内科クリニック 362-0067 上尾市 中分１－１－６
医療法人社団淳真会　榎本医院 362-0067 上尾市 中分１－２８－７
中妻クリニック 362-0072 上尾市 中妻５－１２－５
松本内科医院 362-0073 上尾市 浅間台３－２９－１６
村田内科胃腸科医院 362-0073 上尾市 浅間台４－３－６
医療法人社団翡翠会上平内科クリニック 362-0074 上尾市 春日２－２４－１
佐川医院 362-0074 上尾市 春日１－４５－１３
大森敏秀胃腸科クリニック 362-0075 上尾市 柏座２－８－２柏葉ビル１階
かわむらハートクリニック 362-0075 上尾市 柏座２－４－３３　武蔵野アネックスビル２Ｆ
内科・小児科中澤医院 362-0075 上尾市 柏座２－１３－４
まつもと糖尿病クリニック 362-0075 上尾市 柏座２－４－２８エリア赤熊１階
内田クリニック 362-0801 伊奈町 内宿台５－４
伊奈ｅｎｔクリニック 362-0803 伊奈町 大針８１４－１
しらさき眼科医院 362-0803 伊奈町 大針８４７－１
医療法人社団尾崎内科クリニック 362-0804 伊奈町 本町１－２８９－１
医療法人社団信悠会木村クリニック 362-0806 伊奈町 小室１００５１－１
特別養護老人ホーム「伊奈の里」医務室 362-0806 伊奈町 小室宮寺５０４９－１
世沢整形外科 362-0806 伊奈町 小室2216－1
みやうち内科・消化器内科クリニック 362-0807 伊奈町 寿２－１４４－４
石くぼ医院 362-0813 伊奈町 学園２－１８７
豊田医院 363-0008 桶川市 坂田東３丁目２６番地１３
医療法人社団おかべ耳鼻科おかべ耳鼻咽喉科医院 363-0011 桶川市 北１－２２－９
医療法人等洋会田中胃腸医院 363-0011 桶川市 北１－１０－１３



蔵田医院 363-0016 桶川市 寿１－３－８
医療法人社団慈誠会ようだ眼科医院 363-0017 桶川市 西１－５－７
医療法人社団順風会上尾の森診療所桶川分院 363-0022 桶川市 若宮１－２－１６伸光ビル４Ｆ
医療法人財団聖蹟会アベル内科クリニック 363-0022 桶川市 若宮１-４－５２埼北ｓｓビル３階
おけがわ眼科 363-0022 桶川市 若宮１－５－２　パトリア桶川４Ｆ　４０５
医療法人豊和会桶川中央クリ二ック 363-0022 桶川市 若宮２－２－２２
桶川西口クリニック 363-0022 桶川市 若宮１－４－５２埼北ｓｓ
桶川みらいクリニック 363-0022 桶川市 若宮１－５－２　パトリア桶川４階
原田耳鼻咽喉科医院 363-0022 桶川市 若宮１－７－１９　パークサイド若宮１０１
府川医院 363-0022 桶川市 若宮２－３－２１
渡辺医院 363-0022 桶川市 若宮１－６－３９
朝日内科歯科医院 363-0023 桶川市 朝日３－１４－１０
ゆげクリニック 363-0023 桶川市 朝日１－２７－７
栗原クリニック 363-0024 桶川市 鴨川２－８－４
桶川腎クリニック 363-0026 桶川市 上日出谷６４４－１
医療法人社団徳治会川田谷クリニック 363-0027 桶川市 川田谷滝ノ台３５６０－２
鈴木内科医院 363-0027 桶川市 川田谷５８２８－１
プラムの里診療所 363-0027 桶川市 川田谷字本沢６２２２－３
特別養護老人ホームさくら苑診療所 364-0001 北本市 深井５－６７
医療法人社団一期会藤倉医院 364-0002 北本市 宮内１丁目２１２番地
医療法人北寿会北本中央クリニック 364-0003 北本市 本町６－２３２
林田内科医院 364-0005 北本市 本宿７－６７－３
井上眼科医院 364-0006 北本市 北本２－４７
北本駅東口クリニック 364-0006 北本市 北本１－８1ASAMIビル２Ｆ
遠井医院 364-0006 北本市 北本１－１４０
矢澤クリニック北本　 364-0006 北本市 北本1－１０７江利川ビル１階
よしだ整形外科内科 364-0006 北本市 北本3-34
医療法人社団まつざきｸﾘﾆｯｸまつざき整形リウマチクリニック 364-0007 北本市 東間６－７１
医療法人藤葉会伊藤クリニック 364-0011 北本市 朝日２－３０４－１
医療法人社団群羊会南福音診療所 364-0021 北本市 緑４－１４８
山田医院 364-0021 北本市 緑３－２８９
医療法人深井小児科内科医院 364-0026 北本市 荒井１－９５
医療法人社団一葉会ひらお内科クリニック 364-0031 北本市 中央３－７１－４
いなぎｅｎｔクリニック 364-0033 北本市 本町４－２０－１
医療法人社団芳心会山田ハートクリニック 365-0022 鴻巣市 鴻巣字丸池３２５－２
はやしだ産婦人科医院 365-0028 鴻巣市 鴻巣１００５－２
鴻巣市夜間診療所 365-0032 鴻巣市 中央２－１
医療法人社団明正一会鴻巣駅みぞぐち眼科 365-0036 鴻巣市 本町１－１－３　　エルミ鴻巣1号館３F
ひまわりこどもクリニック 365-0037 鴻巣市 人形町４－６－２５－２Ｆ
プライムクリニック 365-0037 鴻巣市 人形町４－６－２５
医療法人財団ヘリオス会ヘリオスクリニック 365-0038 鴻巣市 本町１－１－３－３
河野小児科医院 365-0038 鴻巣市 本町５－５－２７
こうのす共生クリニック 365-0038 鴻巣市 本町７－７－６
鴻巣メンタルクリニック 365-0038 鴻巣市 本町３－８－１
医療法人社団萌生会ｻﾝﾋﾞﾚｯｼﾞｸﾘﾆｯｸ鴻巣 365-0038 鴻巣市 本町３－５－２１
医療法人社団慈心会中村医院 365-0038 鴻巣市 本町４－７－１９
医療法人社団山口内科クリニック 365-0038 鴻巣市 本町４－１－１１
よつばアイクリニック 365-0038 鴻巣市 本町２－６－４
若山耳鼻咽喉科クリニック 365-0038 鴻巣市 本町３－１０－１６
仁科整形外科 365-0039 鴻巣市 本町１－１－３
はしもと整形・形成外科 365-0052 鴻巣市 登戸１１７－１
柳澤小児科内科クリニック 365-0052 鴻巣市 登戸１１７－１
赤見台整形外科・内科クリニック 365-0064 鴻巣市 赤見台４－２３－７
北鴻巣クリニック 365-0073 鴻巣市 八幡田５３１
鴻巣血管外科クリニック 365-0074 鴻巣市 神明２－１－６
斎藤外科胃腸科医院 365-0076 鴻巣市 本宮町１－１１
医療法人鴻生会小室クリニック 365-0078 鴻巣市 加美１－３－４８
医療法人坪山整形外科 369-0112 鴻巣市 鎌塚５２０－１
特別養護老人ホーム吹上苑診療所 369-0113 鴻巣市 下忍４４６１
昭和クリニック 369-0115 鴻巣市 吹上本町４－１０－９
村越外科・胃腸科・肛門科 369-0115 鴻巣市 吹上本町１－４－１３
山崎医院（休止中）30.3.1～30.8.31 369-0115 鴻巣市 吹上本町１－２－２１
医療法人和幸会おおさきクリニック 369-0121 鴻巣市 吹上富士見１－７－４
富士電機機器制御(株)吹上事業所健康管理センター 369-0122 鴻巣市 南１－５－４５
富士電機埼玉地区健康管理センター 369-0132 鴻巣市 前砂１６０－１
吹上整形外科医院 369-0137 鴻巣市 大芦４５４３
みなみのメディカルクリニック 372-0805 伊奈町 栄５－２５５


