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No 病院名 住所 二次医療圏

1 医療法人今井病院 蕨市塚越7-34-2 南部
2 蕨市立病院 蕨市北町2-12-18 南部
3 医療法人社団東光会 戸田中央産院 戸田市上戸田2-26-3 南部
4 医療法人社団東光会 戸田中央総合病院 戸田市本町1-19-3 南部
5 医療法人財団啓明会 中島病院 戸田市下戸田2-7-10 南部
6 川口市立医療センター 川口市西新井宿180 南部
7 社会福祉法人 恩賜財団済生会支部 埼玉県済生会 川口総合病院 川口市西川口5-11-5 南部
8 医療法人健仁会 益子病院 川口市芝中田2-48-6 南部
9 医療法人 千葉外科内科病院 川口市原町4-41 南部
10 医療法人社団協友会 東川口病院 川口市東川口2-10-8 南部
11 埼玉協同病院 川口市木曽呂1317 南部
12 医療法人社団武蔵野会 TMGあさか医療センター 朝霞市溝沼1340-1 南西部
13 医療法人社団武蔵野会 新座志木中央総合病院 新座市東北1-7-2 南西部
14 医療法人社団青葉会 新座病院 新座市堀ノ内3-14-30 南西部
15 堀ノ内病院 新座市堀ノ内2-9-31 南西部

16 独立行政法人 国立病院機構 埼玉病院 和光市諏訪2-1 南西部
17 医療法人社団武蔵野会 TMG宗岡中央病院 志木市上宗岡5-14-50 南西部
18 医療法人誠壽会 上福岡総合病院 ふじみ野市福岡931 南西部
19 医療法人財団明理会 イムス富士見総合病院 富士見市大字鶴馬1967-1 南西部
20 医療法人恵愛会 恵愛病院 富士見市針ヶ谷526-1 南西部
21 医療法人社団明芳会 イムス三芳総合病院 入間郡三芳町藤久保974-3 南西部
22 春日部市立医療センター 春日部市中央6-7-1 東部
23 医療法人社団庄和会 庄和中央病院 春日部市上金崎28 東部
24 医療法人社団全仁会 東都春日部病院 春日部市大畑652-7 東部
25 中川の郷療育センター 北葛飾郡松伏町 下赤岩222 東部
26 草加市立病院 草加市草加2-21-1 東部
27 医療法人社団協友会 メディカルトピア草加病院 草加市谷塚1-11-18 東部
28 医療法人社団協友会 八潮中央総合病院 八潮市南川崎845 東部
29 医療法人社団州山会 広瀬病院 八潮市八條2840-1 東部
30 永井マザーズホスピタル 三郷市上彦名607-1 東部
31 医療法人財団健和会 みさと健和病院 三郷市鷹野4-494-1 東部
32 医療法人三愛会 三愛会総合病院 三郷市彦成3-7-17 東部
33 医療法人社団協友会 吉川中央総合病院 吉川市平沼111 東部
34 医療法人 正務医院 草加市青柳5-12-13 東部
35 越谷市立病院 越谷市東越谷10-32 東部
36 リハビリテーション 天草病院 越谷市平方343-1 東部
37 医療法人社団協友会 越谷誠和病院 越谷市谷中町4-25-5 東部
38 獨協医科大学埼玉医療センター 越谷市南越谷2-1-50 東部
39 さいたま市民医療センター　 さいたま市西区 島根299-1 さいたま
40 独立行政法人地域医療機能推進機構 さいたま北部医療センター さいたま市北区 宮原町1-851 さいたま
41 医療法人ヘブロン会 大宮中央総合病院 さいたま市北区 東大成町1-227 さいたま
42 医療法人社団双愛会 大宮双愛病院 さいたま市大宮区 堀の内町2-160 さいたま
43 至誠堂冨田病院 さいたま市大宮区 堀の内町2-564 さいたま
44 自治医科大学附属 さいたま医療センター さいたま市大宮区 天沼町1-847 さいたま
45 埼玉県立 小児医療センター さいたま市中央区 新都心1-2 さいたま

46 さいたま赤十字病院 さいたま市中央区 新都心1-5 さいたま
47 医療法人聖仁会 西部総合病院 さいたま市桜区 上大久保884 さいたま
48 独立行政法人地域医療機能推進機構 埼玉メディカルセンター さいたま市浦和区 北浦和4-9-3 さいたま
49 医療法人有隣会 わかくさ病院 さいたま市南区 太田窪1973-5 さいたま
50 さいたま市立病院 さいたま市緑区 三室2460 さいたま
51 丸山記念総合病院 さいたま市岩槻区 本町2-10-5 さいたま
52 医療型障害児入所施設　カリヨンの杜 さいたま市岩槻区馬込2100 さいたま
53 医療法人財団ヘリオス会ヘリオス会病院 鴻巣市広田824-1 県央
54 医療法人社団愛友会 上尾中央総合病院 上尾市柏座1-10-10 県央
55 北里大学 メディカルセンター 北本市荒井6-100 県央
56 医療法人社団愛友会 伊奈病院 北足立郡伊奈町 小室9419 県央
57 埼玉県立 精神医療センター 北足立郡伊奈町 小室818-2 県央
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58 東松山市立市民病院 東松山市大字松山2392 川越比企
59 東松山医師会病院 東松山市神明町 1-15-10 川越比企
60 シャローム病院 東松山市大字松山1496 川越比企
61 埼玉県立嵐山郷 比企郡嵐山町 大字古里1848 川越比企
62 小川赤十字病院 比企郡小川町 大字小川1525 川越比企
63 明海大学歯学部付属 明海大学病院 坂戸市けやき台1-1 川越比企
64 医療法人社団敬悠会 菅野病院 坂戸市関間1-1-17 川越比企
65 医療法人社団 マウナケア会 清水病院 坂戸市日の出町1-8 川越比企
66 光の家療育センター 入間郡毛呂山町 大字小田谷字瀬田162 川越比企
67 埼玉医科大学病院 入間郡毛呂山町 毛呂本郷38 川越比企
68 医療法人豊仁会 三井病院 川越市連雀町19-3 川越比企
69 医療法人愛和病院 川越市古谷上983-1 川越比企
70 社会医療法人社団 尚篤会 赤心堂病院 川越市脇田本町25-19 川越比企
71 南古谷病院 川越市久下戸110 川越比企
72 医療法人社団誠弘会 池袋病院 川越市笠幡3724-6 川越比企

73 医療法人社団哺育会 笠幡病院 川越市笠幡4955-1 川越比企
74 埼玉医科大学 総合医療センター 川越市鴨田1981 川越比企
75 医療法人社団関心会 関本記念病院 川越市中台1-8-6 川越比企
76 カルガモの家 川越市鴨田1930-1 川越比企
77 独立行政法人 国立病院機構 西埼玉中央病院 所沢市若狭2-1671 西部
78 国立障害者 リハビリテーション センター病院 所沢市並木4-1 西部
79 防衛医科大学校病院 所沢市並木3-2 西部
80 所沢市 市民医療センター 所沢市上安松1224-1 西部
81 医療法人慈桜会 瀬戸病院 所沢市金山町8-6 西部
82 飯能中央病院 飯能市稲荷町12-7 西部
83 狭山厚生病院 狭山市中央1-24-10 西部
84 社会医療法人 入間川病院 狭山市祇園17-2 西部
85 医療法人社団清心会 至聖病院 狭山市下奥富1221 西部
86 社会医療法人財団 石心会 埼玉石心会病院 狭山市入間川2-37-20 西部
87 原田病院 入間市豊岡1-13-3 西部
88 医療法人明晴会 西武入間病院 入間市大字野田3078-13 西部
89 医療法人金子病院 入間市大字新久680 西部
90 豊岡第一病院 入間市大字黒須1369-3 西部
91 旭ヶ丘病院 日高市森戸新田99-1 西部
92 埼玉医科大学 国際医療センター 日高市山根1397-1 西部
93 行田中央総合病院 行田市富士見町 2-17-17 利根
94 社会医療法人壮幸会 行田総合病院 行田市持田376 利根
95 医療法人社団弘人会 中田病院 加須市元町6-8 利根
96 騎西クリニック病院 加須市日出安1313-1 利根
97 埼玉医療生活協同組合 羽生総合病院 羽生市大字下岩瀬446番地 利根
98 東鷲宮病院 久喜市桜田2-6-5 利根
99 社会福祉法人恩賜財団済生会支部埼玉県済生会加須 久喜市小右衛門714-6 利根
100 医療法人 土屋小児病院 久喜市久喜中央3-1-10 利根
101 独立行政法人 国立病院機構 東埼玉病院 蓮田市黒浜4147 利根
102 医療法人社団愛友会 蓮田一心会病院 蓮田市本町3-17 利根

103 医療法人幸仁会 堀中病院 幸手市東3-1-5 利根
104 医療法人社団哺育会 白岡中央総合病院 白岡市小久喜938-12 利根
105 医療法人熊谷総合病院 熊谷市中西4-5-1 北部
106 熊谷生協病院 熊谷市上之3854 北部
107 福祉医療センター 太陽の園 熊谷市津田1855-1 北部
108 深谷赤十字病院 深谷市上柴町西 5-8-1 北部
109 医療法人良仁会 桜ヶ丘病院 深谷市国済寺408-5 北部
110 医療法人信猶会 菊地病院 深谷市上野台371 北部
111 埼玉よりい病院 大里郡寄居町用土395 北部
112 埼玉療育園 大里郡寄居町藤田 179-1 北部
113 医療法人上武病院 本庄市小島5-6-1 北部
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114 医療法人 本庄福島病院 本庄市千代田1-1-18 北部
115 医療法人三光会 そのべ病院 本庄市千代田3-4-2 北部
116 本庄総合病院 本庄市北堀1780 北部
117 秩父市立病院 秩父市桜木町8-9 秩父
118 秩父生協病院 秩父市阿保町1-11 秩父
119 埼玉医療生活協同組合 皆野病院 秩父郡皆野町 大字皆野2031-1 秩父

　※　埼玉県病院・救急診療所名簿（令和4年4月1日現在）を元に作成


