特定健康診査・健康診査（個別健診）を行う医療機関一覧 （平成２９年４月１日現在）
※個別健診とは、医療機関で行う健診で、希望する医療機関へ直接申し込みます。
医療機関名

白井医院

吉
見
たばた小児科
町
森田クリニック

住所

電話

住所

電話

吉見町下細谷736

54-0062

高橋内科胃腸科クリニック 東松山市御茶山町１４－２４ 0493-23-0880

吉見町大字久米田616-8

54-8822

吉田産婦人科内科医院 東松山市御茶山町1-5 0493-24-1002

吉見町大字久米田859-1

53-2220

さいわい内科クリニック

東松山市幸町2-13

土屋医院

東松山市和泉町5-25 0493-23-7511

岩﨑内科胃腸科医院

東松山市箭弓町1-4-7ZONA2ビル2F

東松山メディカルクリニック

東松山市箭弓町2-2-18 0493-21-7611

横山内科循環器科医院 東松山市上野本132-6 0493-24-3225
ほしこどもおとなクリニック

東松山市上野本1226-1 0493-24-0753

時光医院

東松山市大字東平1751-5 0493-39-2126

いちごクリニック

医療機関名

東松山市大字東平1889-1 0493-36-1115

村山内科小児科クリニック 東松山市大字東平字関根2081 0493-39-3483

東
松 にこにこハート内科クリニック 東松山市五領町2-33
山
市 福島医院
東松山市新宿町5-9

松山クリニック

東松山市殿山町30-5

0493-22-6955

中川医院

河野整形外科内科クリニック

東松山市沢口町8-6

0493-22-8331

つかさクリニック 東松山市松風台9-2

シャローム病院

東松山市大字松山1496 0493-25-2979

東松山市立市民病院 東松山市松山2392

0493-24-6111

東松山市柏崎703-4

0493-27-3181

0493-26-1181

0493-27-2525

0493-22-8050

0493-23-1004

0493-31-1450

新井クリニック

東松山市大字西本宿1859-1 0493-35-5550

笠原クリニック

東松山市毛塚910-1

0493-35-1830

柏原内科医院

東松山市大字市ノ川343 0493-24-0376

辻保順医院

東松山市大字新郷29-3 0493-23-9045

ハロークリニック

東松山市大字大谷1064 0493-36-1086

たけのや皮膚科

東松山市大字上唐子1491-6 0493-24-1511

東松山市大字大谷4160-2 0493-39-0303

平成の森・川島病院 川島町大字畑中478-1

049-297-2811

東松山市松本町1-5-20 0493-22-3056

石田医院

川島町表406-1

049-298-7517

川島町八幡3-1-6

049-297-6633

榎本医院

川島町上伊草833-1

049-297-8505

川島町大字伊草96-1 049-297-8783

東
松 東松山病院
山
市 河野医院

川
上野診療所
島
町

須田医院

東松山市本町1-6-5

0493-22-0041

中澤医院

東松山市本町2-3-11

0493-22-0710

むさし松山脳神経外科クリニック

東松山市本町1-7-22

0493-22-0071

川島クリニック

榎本耳鼻咽喉科医院 東松山市材木町2-29

0493-22-3478

めぐみ台クリニック 川島町大字吹塚998-3

049-299-1200

峯医院

東松山市材木町8-5

0493-22-0005

埼玉森林病院

0493-56-3191

赤沼医院

東松山市材木町20-8

0493-22-0843

岸澤内科心療科医院 東松山市材木町16-13

0493-22-0762

たなか内科・眼科クリニック

東松山市松葉町4-8-3

0493-23-1151

上野クリニック

東松山市松山町2-5-13 0493-22-1019

樺澤内科医院

東松山市松山町1-1-10 0493-23-5813

東松山医師会病院

東松山市神明町1-15-10 0493-22-2822

滑
上野医院
川
町

市川クリニック

滑川町和泉704

滑川町大字羽尾1077 0493-56-2508
滑川町月の輪５-４-６ 0493-61-0880

エンゼルクリニック 滑川町月の輪1-7
いわほりクリニック

小
川
真田医院
町

0493-61-0123

小川町上横田字代ノ田899-2 0493-71-6601

小川町みどりが丘2-2-2 0493-72-8020

さくら整形外科クリニック 小川町みどりが丘2-10-4 0493-71-6411

特定健康診査・健康診査（個別健診）を行う医療機関一覧 （平成２９年４月１日現在）
※個別健診とは、医療機関で行う健診で、希望する医療機関へ直接申し込みます。
医療機関名

住所

電話

医療機関名

住所

電話

宏仁会小川病院

小川町原川205

0493-73-2750

武蔵嵐山病院

嵐山町大字太郎丸字135 0493-62-7282

小川赤十字病院

小川町大字小川1525

0493-72-2333

西大寺医院

嵐山町大字志賀192-31 0493-62-1286

大野クリニック

小川町大字小川491

0493-74-1868

嵐
山
渡辺産婦人科
町

嵐山町大字菅谷249-98 0493-62-5885

さつき内科クリニック 小川町大字小川471-1 0493-71-6050

みんなの診療所

嵐山町鎌形1331-1

0493-61-0248

パークヒルクリニック 小川町東小川3-9-1 0493-74-4125

野崎クリニック

嵐山町千手堂693

0493-61-1810

野崎医院

小川町青山1439

鈴木医院

小川町腰越字上河原1194-3 0493-72-1215

0493-72-0101

※
飯塚整形外科医院 小川町大字大塚86

0493-72-3308

小川町大字大塚86

0493-72-0362

小
川
原医院
町

内田医院

小川町大字大塚149-3 0493-72-0516

木下医院

小川町大字大塚660

0493-72-0375

瀬川病院

小川町大字大塚30-1

0493-72-0328

中村産婦人科

小川町大字大塚1176-1 0493-72-0373

みやざきクリニック 小川町大字大塚285

0493-72-2233

柳沢医院

小川町大字大塚21-2

0493-72-0024

小林内科医院

小川町大塚930-1

0493-81-3902

竹澤診療所

小川町靭負字出口600-1 0493-74-1117

鳩山第一クリニック 鳩山町松ヶ丘3-7-2

049-296-6800

鳩山町楓ヶ丘4-17-8

049-298-0600

鳩
山
福島内科
町

麻見江ホスピタル

鳩山町大字大橋字愛宕1066 049-296-1155

たまがわクリニック ときがわ町五明1267-1

と
秡川医院
き
が
木乃里クリニック
わ
町

0493-66-0128

ときがわ町大字番匠295 0493-65-0043

ときがわ町馬場50-1

0493-66-0770

こだま医院

ときがわ町桃木186

0493-65-0147

南部内科医院

ときがわ町大字西平643-1 0493-67-0438

年度途中で削除される場合があります。健

診ができるかどうかについては、医療機関へ直
接おたずねください。

お問い合わせ先
■ 吉見町福祉町民課健康保険係
☎ ６３－5０１１
■ 吉見町保健センター
☎ ５４－３１２０

