
月 日 曜日 医療機関名 所在地 連絡先

みやざわ耳鼻咽喉科 春日部市中央１－５２－８ 048-745-8733

川越耳科学研究所クリニック
川越市脇田町１０３
川越マイン・メディカルセンター川越2階

049-226-3387

東浦和耳鼻咽喉科 川口市柳崎４－２８－３２ 048-268-2671

飛田耳鼻咽喉科 新座市北野１－１－１４ 048-479-4062

つぼさか耳鼻咽喉科クリニック
さいたま市桜区田島５－１９－１
メゾンフェニックスＦＣ２３ビル１Ｆ

048-826-5477

若葉台耳鼻咽喉科 鶴ヶ島市上広谷７２２－１ 049-286-7186

さいたま北部医療センター
※ さいたま市北区盆栽町４５３ 048-663-1671

田口耳鼻咽喉科医院 坂戸市南町１２－２１ 049-281-6786

鈴木メディカルクリニック 戸田市喜沢１－４５－２０ 048-443-0765

耳鼻咽喉科　肥留川診療所 熊谷市星川２－６２ 048-521-0316

○診察時間：９：００～１７：００

　※ ３月２０日のさいたま北部医療センターは、9:00～11:30、14:00～16:30です。

○急な都合により、当番に変更が生じる場合もありますので、事前に電話でお問い合わせの上、ご受診ください。

26日 日

3月の当番表

３月

５日 日

12日 日

19日 日

20日 月



月 日 曜日 医療機関名 所在地 連絡先

蓮田病院 蓮田市根金１６６２－１ 048-766-8111

大森耳鼻咽喉科医院
和光市新倉１－２－６７
和光市駅前ビル３Ｆ

048-467-3314

丸山記念総合病院 さいたま市岩槻区本町２－１０－５ 048-757-3511

よしなみ耳鼻科クリニック
鶴ヶ島市富士見１－２－１
ワカバウォーク２階

049-279-3387

けやき耳鼻咽喉科クリニック
さいたま市中央区新都心４－７
林ビル１F

048-851-1333

飯田医院 熊谷市星川１－１０３ 048-525-1433

岸田医院 久喜市外野４６６－１ 0480-58-5111

耳鼻咽喉科野崎医院 比企郡小川町大塚１１４９－１ 0493-72-0389

井上耳鼻咽喉科 越谷市大沢３－９－２４ 048-979-4300

加藤耳鼻咽喉科医院 川越市笠幡３０２５－１１ 049-234-6177

いかわ耳鼻咽喉科医院 春日部市大衾３７８－４ 048-746-8733

伊藤耳鼻科クリニック
朝霞市西原２－４－１７
ジェミニビル１Ｆ

048-486-0087

○診察時間：９：００～１７：００

○急な都合により、当番に変更が生じる場合もありますので、事前に電話でお問い合わせの上、ご受診ください。

23日 日

30日 日

4月の当番表

4月

2日 日

9日 日

16日 日

29日 土



月 日 曜日 医療機関名 所在地 連絡先

登坂耳鼻咽喉科医院 越谷市弥生町１－８ 048-962-7119

増田耳鼻咽喉科医院 朝霞市三原２－１３－２８ 048-463-9218

登坂耳鼻咽喉科医院 越谷市弥生町１－８ 048-962-7119

埼玉医科大学病院 入間郡毛呂山町毛呂本郷38 049-276-2107

さいたま市立病院 さいたま市緑区大字三室２４６０ 048-873-4111

飛田耳鼻咽喉科 新座市北野１－１－１４ 048-479-4062

吉田耳鼻咽喉科クリニック 越谷市南越谷４－１６－６ 048-988-3387

おおひら耳鼻咽喉科
川越市並木２４６－１
リヴォーレ中田1階1号室

049-236-0323

えがわ医院 さいたま市中央区下落合７－４－１５ 048-852-0280

あたご山クリニック 本庄市中央１－７－２３ 0495-22-8733

北与野耳鼻咽喉科 さいたま市中央区上落合３－３－５４ 048-857-0051

川越耳科学研究所クリニック
川越市脇田町１０３
川越マイン・メディカルセンター川越2階

049-226-3387

柿崎耳鼻咽喉科医院 加須市中央１－７－１０ 0480-62-5627

田中耳鼻咽喉科医院
富士見市ふじみ野西１－１－１
アイム2F

049-264-4187

○診察時間：９：００～１７：００

○急な都合により、当番に変更が生じる場合もありますので、事前に電話でお問い合わせの上、ご受診ください。

5日 金

7日 日

21日 日

28日 日

5月の当番表

5月

3日 水

4日 木

14日 日



月 日 曜日 医療機関名 所在地 連絡先

新久喜総合病院 久喜市上早見４１８－１ 0480-26-0033

片岡耳鼻咽喉科医院 川越市的場北１－３－９ 049-231-3941

小野医院 川口市本町４－８－２１ 048-222-4418

細田耳鼻咽喉科医院 飯能市緑町１８－１２ 042-972-1441

つぼさか耳鼻咽喉科クリニック
さいたま市桜区田島５－１９－１
メゾンフェニックスＦＣ２３ビル１Ｆ

048-826-5477

志木耳鼻咽喉科医院 新座市東北１－１３－３ 048-472-9555

みやざわ耳鼻咽喉科 春日部市中央１－５２－８ 048-745-8733

花園耳鼻咽喉科医院 深谷市小前田２０６０－１ 048-584-6512

○診察時間：９：００～１７：００

○急な都合により、当番に変更が生じる場合もありますので、事前に電話でお問い合わせの上、ご受診ください。

18日 日

25日 日

6月の当番表

6月

4日 日

11日 日



月 日 曜日 医療機関名 所在地 連絡先

鈴木メディカルクリニック 戸田市喜沢１－４５－２０ 048-443-0765

川越耳科学研究所クリニック
川越市脇田町１０３
川越マイン・メディカルセンター川越2階

049-226-3387

東浦和耳鼻咽喉科 川口市柳崎４－２８－３２ 048-268-2671

榎本耳鼻咽喉科医院 東松山市材木町２－２９ 0493-22-3478

若山医院 鴻巣市本町３－１０－１６ 048-541-0208

坂戸鶴ヶ島医師会立休日急患診療所 坂戸市大字石井２３２７－５ 049-289-1199

中川耳鼻咽喉科 越谷市越ヶ谷５－２－５ 048-964-3387

久喜医院 秩父市道生町７－５ 0494-23-6161

みねぎし耳鼻咽喉科クリニック 川口市芝宮根町１－１３ 048-264-3387

丸山耳鼻咽喉科医院 秩父市野坂町１－２０－３１ 0494-25-3341

篠田耳鼻咽喉科医院
川口市川口４－２－３６
コスモ川口ステーションフロント１階

048-252-4046

高橋耳鼻咽喉科医院 所沢市緑町３－２９－１５ 04-2939-9108

○診察時間：９：００～１７：００

○急な都合により、当番に変更が生じる場合もありますので、事前に電話でお問い合わせの上、ご受診ください。

17日 月

30日 日

7月の当番表

7月

2日 日

9日 日

16日 日

23日 日



月 日 曜日 医療機関名 所在地 連絡先

おぎはら耳鼻咽喉科 さいたま市中央区本町東１－５－３ 048-767-3741

耳鼻咽喉科 肥留川診療所 熊谷市星川２－６２ 048-521-0316

みさと耳鼻咽喉科医院 三郷市戸ヶ崎２－３８－２ 048-948-1133

坂戸鶴ヶ島医師会立休日急患診療所 坂戸市大字石井２３２７－５ 049-289-1199

やつか耳鼻咽喉科 草加市谷塚１－１６－１９ 048-920-3387

雨宮医院 所沢市上新井３－５５－８ 04-2925-5370

なかじまクリニック さいたま市緑区下野田６６１ 048-812-1600

寺坂医院 本庄市西富田３２９－１ 0495-22-3343

谷崎耳鼻咽喉科医院 川口市中青木１－４－１８ 048-252-3656

さない耳鼻科クリニック
朝霞市仲町１－２－３２
あさかクリニックモール２F

048-450-3710

○診察時間：９：００～１７：００

○急な都合により、当番に変更が生じる場合もありますので、事前に電話でお問い合わせの上、ご受診ください。

20日 日

27日 日

8月の当番表

8月

6日 日

11日 金

13日 日



月 日 曜日 医療機関名 所在地 連絡先

谷本耳鼻咽喉科医院 さいたま市浦和区瀬ヶ崎１－２０－４ 048-886-1575

川越耳科学研究所クリニック
川越市脇田町１０３
川越マイン・メディカルセンター川越2階

049-226-3387

八代耳鼻咽喉科医院 川口市西川口２－２－９ 048-252-6387

酒井耳鼻咽喉科医院 秩父市大野原９３４ 0494-25-4187

さいたま赤十字病院 さいたま市中央区新都心１－５ 048-852-1111

坂戸鶴ヶ島医師会立休日急患診療所 坂戸市大字石井２３２７－５ 049-289-1199

小野耳鼻咽喉科医院 さいたま市浦和区高砂１－１０－７ 048-822-6063

服部クリニック 本庄市東台４－１－２２ 0495-24-4671

三宅耳鼻咽喉科
川口市本町４－４－１６
リビオアクシスプレイス３０２

048-224-3341

内田耳鼻咽喉科医院 志木市中宗岡２－１－４１ 048-473-3387

丸山記念総合病院 さいたま市岩槻区本町２－１０－５ 048-757-3511

田口耳鼻咽喉科医院 坂戸市南町１２－２１ 049-281-6786

○診察時間：９：００～１７：００

○急な都合により、当番に変更が生じる場合もありますので、事前に電話でお問い合わせの上、ご受診ください。

18日 月

17日 日

23日 土

24日 日

9月の当番表

9月

3日 日

10日 日


