
■　病院

市町村名 名称 郵便番号 住所

西区 医療法人三慶会　指扇病院 331-0074 さいたま市西区宝来１２９５番地１

西区 医療法人三慶会　指扇療養病院 331-0074 さいたま市西区宝来１３４８番地１

西区 医療法人財団新生会介護老人保健施設高齢者ケアセンター　ゆらぎ 331-0061  さいたま市西区西遊馬１５５６番地１

西区 医療法人社団恵仁会与野中央病院 331-0054  さいたま市西区大字島根６５番地

西区 社会福祉法人むつみ会　介護老人保健施設春陽苑 331-0068  さいたま市西区大字飯田新田９１番地の１

西区 医療法人財団さいたま市民医療センター 331-0054 さいたま市西区大字島根２９９番地１

西区 医療法人社団葵会介護老人保健施設　葵の園・大宮 331-0048 さいたま市西区清河寺６８５－１

西区 医療法人　三慶会　介護老人保健施設　びわの葉 331-0074 さいたま市西区大字宝来１３４８番地１

北区 医療法人ヘブロン会大宮中央総合病院 331-8711  さいたま市北区東大成町１丁目２２７番地

北区 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 331-8625 さいたま市北区宮原町１丁目８５１番地

北区 医療法人財団 聖蹟会 介護老人保健施設　ハートランド大宮 331-0822 さいたま市北区奈良町１２０番２

北区 医療法人社団協友会　彩の国東大宮メディカルセンター 331-8577 さいたま市北区土呂町１５２２番地

大宮区 医療法人　宇治病院 330-0802  さいたま市大宮区宮町２丁目９０番地

大宮区 医療法人明浩会　西大宮病院 330-0856 さいたま市大宮区三橋１丁目１１７３番地

大宮区 自治医科大学付属さいたま医療センター 330-8503 さいたま市大宮区天沼町１丁目８４７番地

大宮区 医療法人社団双愛会　大宮双愛病院 330-0804 さいたま市大宮区堀の内２丁目１６０番地

見沼区 社会福祉法人　欣彰会　老人保健施設　大宮ナーシング．ピア 337-0024 さいたま市見沼区大字片柳１５５０番地

見沼区 社会福祉法人瑞泉　介護老人保健施設　あすか 337-0026 さいたま市見沼区染谷３丁目４３０番１

見沼区 医療法人一成会　さいたま記念病院 337-0012 さいたま市見沼区大字東宮下西１９６番地

見沼区 大宮共立病院 337-0024 さいたま市見沼区大字片柳１５５０番地

見沼区 医療法人財団聖蹟会　アーバンみらいハートランド東大宮 337-0002 さいたま市見沼区春野２丁目９番２２号

見沼区 医療法人財団新生会介護老人保健施設高齢者ケアセンター　のぞみ 337-0024 さいたま市見沼区大字片柳１３８７番の１

見沼区 医療法人社団　協友会　介護老人保健施設　ハートケア東大宮 337-0047 さいたま市見沼区大字風渡野４５番地

見沼区 医療法人財団新生会　大宮共立病院介護医療院 337-0024 さいたま市見沼区片柳１５５０番地

中央区 さいたま赤十字病院 330-8553 さいたま市中央区新都心１番地５

中央区 社会福祉法人シナプス　埼玉精神神経センター 338-8577 さいたま市中央区本町東６丁目１１番１号

中央区 埼玉県立小児医療センター 330-8777 さいたま市中央区新都心１番地２

桜区 社会福祉法人安誠福祉会　介護老人保健施設　ファインハイム 338-0814 さいたま市桜区宿３７２番地１

桜区 医療法人聖仁会　西部総合病院 338-0824  さいたま市桜区大字上大久保８８４番地

桜区 医療法人栄寿会　林病院 338-0832 さいたま市桜区西堀８丁目４番１号

桜区 医療法人栄寿会　介護老人保健施設うらわの里 338-0832 さいたま市桜区西堀８丁目４番１号

桜区 医療法人社団松弘会　三愛病院 338－0837 
埼玉県さいたま市桜区田島4丁目35番地17
号

浦和区 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 330-0074 さいたま市浦和区北浦和４丁目９番３号

浦和区 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附属介護老人保健施設 330-0074 さいたま市浦和区北浦和５丁目２番７号

浦和区 医療法人　川久保病院 330-0055 さいたま市浦和区東高砂町２９番１８号

南区 医療法人有隣会　わかくさ病院 336-0015  さいたま市南区太田窪新田１９７３番地５

緑区 医療法人博仁会　共済病院 336-0931  さいたま市緑区原山３丁目１５番３１号

緑区 さいたま市立病院 336-8522 さいたま市緑区大字三室２４６０番地

緑区 グリーンヒルうらわ　老人保健施設　きんもくせい 336-0912  さいたま市緑区馬場１丁目７番地１

緑区 医療法人社団アンフルール　介護老人保健施設あさがお 336-0974 さいたま市緑区大字大崎３３８５番地１

緑区 医療法人社団　明雄会　介護老人保健施設　エスポワールさいたま 336-0963 さいたま市緑区大字大門字西裏１５４８番地７

岩槻区 医療法人慈正会　丸山記念総合病院 339-8521 さいたま市岩槻区本町２丁目１０番５号

岩槻区 医療法人慈弘会　岩槻中央病院 339-0005  さいたま市岩槻区東岩槻２丁目２番２０号

岩槻区 医療法人ひかり会　クリニカル病院 339-0077  さいたま市岩槻区大字馬込２３４番地

岩槻区 医療法人社団明雄会　介護老人保健施設エスポワール岩槻 339-0008 さいたま市岩槻区表慈恩寺５４１番地１

川越市 医療法人　埼玉病院 350-0036  川越市西小仙波町１丁目８番地３

川越市 医療法人　川越同仁会病院 350-1124  川越市新宿町４丁目７番地５

川越市 医療法人　山口病院 350-1122  川越市脇田町１６番地１３

川越市 医療法人　行定病院 350-1123  川越市脇田本町４番地１３

川越市 医療法人　赤心堂病院 350-1123  川越市脇田本町２５番地の１９

川越市 医療法人　豊仁会　三井病院 350-0066  川越市連雀町１９番地の３



■　病院

市町村名 名称 郵便番号 住所

川越市 医療法人　武蔵野総合病院 350-1167  川越市大字大袋新田９７７番地の９

川越市 医療法人刀圭会　本川越病院 350-0042  川越市中原町一丁目１２番地の１

川越市 池袋病院 350-1175  川越市大字笠幡３，７２４番地の６

川越市 医療法人　康正会病院 350-8588  川越市山田３２０番地１

川越市 帯津三敬病院 350-0021  川越市大字大中居５４５番地

川越市 西川病院 350-1152  川越市大字砂久保１６１番地２３

川越市 埼玉医科大学総合医療センター 350-8550 川越市大字鴨田１，９８１番地

川越市 関本記念病院 350-1151  川越市中台１丁目８番地６

川越市 医療法人社団　聖心会　南古谷病院 350-0011  川越市大字久下戸１１０番地

川越市 医療法人　真正会　霞ヶ関南病院 350-1173  川越市安比奈新田２８３番地１

川越市 医療法人　三信会　岸病院 350-0816  川越市大字上戸１０１番地

川越市 医療法人　西部診療所　老人保健施設　プライムケア川越 350-0806  川越市大字天沼新田３０７番地１

川越市 医療法人明吾会　老人保健施設　川越ケアセンター 350-0804  川越市大字下広谷５２７番地１

川越市 社団法人川越市医師会老人保健施設いぶき 350-0812  川越市大字下小坂５０１番地１

川越市 医療法人瑞穂会　城南中央病院 350-1151 川越市中台元町１丁目１６番１１号

川越市 医療法人瑞穂会　川越リハビリテーション病院 350-1151 川越市中台元町１丁目９番１２号

川越市 医療法人瑞穂会　介護老人保健施設　瑞穂の里 350-1151 川越市中台元町１丁目１６番１１号

川越市 医療法人財団　献心会　川越胃腸病院 350-0034 川越市仙波町２丁目９番地２号

川越市 医療法人社団哺育会　笠幡病院 350-1175 川越市笠幡４９５５番地１

熊谷市 西熊谷病院 360-0816 熊谷市石原５７２番地

熊谷市 医療法人　熊谷総合病院 360-8567 熊谷市中西４丁目５番１号

熊谷市 医療法人同愛会　熊谷外科病院 360-0023 熊谷市佐谷田３８１１番地１

熊谷市 社会福祉法人　埼玉慈恵病院 360-0816 熊谷市石原３丁目２０８番地

熊谷市 医療法人　藤間病院 360-0031 熊谷市末広２丁目１３７番地

熊谷市 熊谷福島病院 360-0045 熊谷市宮前町１丁目１３５番地２

熊谷市 社会福祉法人埼玉慈恵会　介護老人保健施設　ぬくもり 360-0816 熊谷市石原５１０番地

熊谷市 医療法人啓清会　関東脳神経外科病院 360-0804 熊谷市代１，１２０番地

熊谷市 医療法人社団松弘会　介護老人保健施設　トワーム熊谷 360-0017 熊谷市小曽根３３７番地１

熊谷市 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 360-0197 熊谷市板井１６９６番地

熊谷市 医療法人仁和会　埼玉江南病院 360-0141 熊谷市江南中央２丁目７番２号

熊谷市 老人保健施設　ケアパーク江南 360-0114 熊谷市江南中央２丁目７番地８号

熊谷市 医療生協さいたま生活協同組合　熊谷生協病院 360-0012 熊谷市上之３８５４番地

熊谷市 医療法人社団　葵会　介護老人保健施設　葵の園・熊谷 360-0211 熊谷市善ヶ島１３２４番地１

川口市 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 332-0021  川口市西川口５丁目１２番１号

川口市 財団法人　鳩ヶ谷中央病院 334-0001  川口市桜町６丁目１２番５５号

川口市 川口工業総合病院 332-0031  川口市青木町１丁目１８番１５号

川口市 医療法人健仁会　益子病院 333-0847  川口市芝中田２丁目４８番６号

川口市 医療法人　安東病院 333-0866  川口市芝３丁目７番１２号

川口市 斎藤記念病院 332-0034  川口市並木４丁目６番６号

川口市 医療法人社団厚生会埼玉厚生病院 334-0013  川口市南鳩ヶ谷６丁目５番５号

川口市 医療法人あかつき会　はとがや病院 334-0003  川口市坂下町４丁目１６番２６号

川口市 埼玉協同病院 333-0831  川口市木曽呂１３１７番地

川口市 社会医療法人社団大成会　武南病院 334-0063  川口市東本郷２０２６番地

川口市 医療法人社団協友会　東川口病院 333-0801  川口市東川口２丁目１０番８号

川口市 医療法人厚和会　河合病院 332-0004  川口市領家３丁目６番７号

川口市 川口市立医療センター 333-0833  川口市大字西新井宿１８０番地

川口市 医療法人健仁会介護老人保健施設 ミレニアム・マッシ－ランド 333-0826  川口市大字新井宿８０２番地５号

川口市 医療生協さいたま生活協同組合　介護老人保健施設みぬま 333-0831  川口市木曽呂１３４７番地

川口市 医療法人あかつき会　老健ねぎしケアセンター 333-0834 川口市大字安行領根岸2353番地

川口市 医療法人社団武蔵野会　介護老人保健施設グリーンビレッジ安行 334-0059 川口市大字安行1145番地

川口市 医療法人社団桐和会　川口さくら病院 333-0832 川口市神戸258番1

行田市 行田中央総合病院 361-0021 行田市富士見町２丁目１７番地１７



■　病院

市町村名 名称 郵便番号 住所

行田市 医療法人壮幸会　行田総合病院 361-0056 行田市持田３７６番地

行田市 医療法人壮幸会　介護老人保健施設　ハートフル行田 361-0037 行田市下忍１１５７番地１

秩父市 秩父市立病院 368-0025 秩父市桜木町８番９号

秩父市 秩父第一病院 368-0051 秩父市中村町２丁目８番１４号

秩父市 医療法人花仁会　秩父病院 368-0046 秩父市和泉町２０番

秩父市 医療生協さいたま生活協同組合　秩父生協病院 368-0016 秩父市阿保町１番１１号

秩父市 医療法人全和会　介護老人保健施設　ビッラ・ベッキア 368-0056 秩父市寺尾２７４４番地

所沢市 医療法人社団和風会　所沢中央病院 359-0038  所沢市くすのき台３丁目１８番地の１

所沢市 国立西埼玉中央病院 359-1151  所沢市若狭２丁目１，６７１番地

所沢市 所沢市市民医療センター 359-0025  所沢市大字上安松１，２２４番地の１

所沢市 医療法人慈桜会　瀬戸病院 359-1128  所沢市金山町８番６号

所沢市 防衛医科大学校病院 359-8513  所沢市並木３丁目２番地

所沢市 医療法人社団秀栄会　所沢第一病院 359-0024  所沢市下安松１，５５９番地１

所沢市 所沢リハビリテーション病院 359-0002  所沢市大字中富１，０１６番地２

所沢市 医療法人社団東光会　東所沢病院 359-0013  所沢市大字城４３５番地１号

所沢市 医療法人啓仁会　介護老人保健施設　所沢ロイヤルの丘 359-1152 所沢市大字北野２８５１番地１

所沢市 医療法人至仁会　圏央所沢病院 359-1106 所沢市東狭山ヶ丘４丁目２６９２番地１

所沢市 社会福祉法人　桑の実会　介護老人保健施設　ケアステーション所沢 359-1106 所沢市東狭山ヶ丘６丁目２８２３番地１３

所沢市 医療法人社団　明雄会　介護老人保健施設　エスポワール所沢 359-0001 所沢市大字下富１３１０番地１５

所沢市 一般社団法人　巨樹の会　明生リハビリテーション病院 359-1106 所沢市東狭山ヶ丘4丁目２６８１番地２

所沢市 医療法人社団　幸悠会　所沢慈光病院 359‐228 所沢市北中１丁目２２８番地

飯能市 医療法人橘会　飯能中央病院 357-0037  飯能市稲荷町１２番７号

加須市 医療法人社団弘人会　中田病院 347-0065 加須市元町６番８号

加須市 不動ヶ丘病院 347-0058 加須市大字岡古井１０７番地

加須市 医療法人藍生会　老人保健施設　ケア・ビレッジシャローム 347-0058 加須市大字岡古井７３番地

加須市 社会福祉法人清光会　介護老人保健施設　虹の園 347-0125 加須市大字上崎2,047番地の１

加須市 医療法人愛應会　騎西病院 347-0102 加須市大字日出安１３１３番地１

本庄市 医療法人　福島会　彩北病院 367-0061 本庄市小島５丁目６番１号

本庄市 医療法人社団心志会　本庄駅前病院 367-0041 本庄市駅南１丁目２番３２号

本庄市 医療法人寿会　吉沢病院 367-0023 本庄市１２１６番地１

本庄市 医療法人　本庄福島病院 367-0054 本庄市千代田１丁目１番１８号

本庄市 岡病院 367-0031 本庄市大字北堀８１０番地

本庄市 医療法人　本庄福島病院　本庄総合病院 367-0031 本庄市大字北堀１，７８０番地

本庄市 医療法人 本庄福島病院 老人保健施設　彩の苑 367-0054 本庄市千代田１丁目１番２１号

東松山市 社団法人　東松山医師会病院 355-0021 東松山市神明町１丁目１５番１０号

東松山市 東松山市立市民病院 355-0005 東松山市大字松山２，３９２番地

東松山市 医療法人　埼玉成恵会病院 355-0072 東松山市石橋１，７２１番地

東松山市 医療法人緑光会　東松山病院 355-0008 東松山市大字大谷４，１６０番地２

東松山市 ひがしまつやま市総合福祉エリア介護老人保健施設 345-0005 東松山市大字松山２１８３番地

東松山市 武蔵嵐山病院 355-0077 東松山市上唐子１３１２－１

春日部市 春日部市立医療センター 344-8588 春日部市中央六丁目７番地１

春日部市 医療法人　梅原病院 344-0007  春日部市大字小淵４５５の1番地

春日部市 医療法人光仁会　春日部厚生病院 344-0063  春日部市緑町６丁目１１番４８号

春日部市 医療法人財団明理会春日部中央総合病院 344-0063  春日部市緑町５丁目９番４号

春日部市 医療法人社団嬉泉会春日部嬉泉病院 344-0067 春日部市中央１丁目５３番地１６号

春日部市 医療法人財団明理会　介護老人保健施設　春日部ロイヤルケアセンター 344-0011 春日部市大字藤塚２６２２番地２

春日部市 医療法人社団　庄和会　庄和中央病院 344-0111  春日部市大字上金崎２８番地

春日部市 医療法人春明会　みくに病院 344-0036 春日部市下大増新田９７番地１

春日部市 医療法人光仁会　南部厚生病院 344-0021 春日部市大場20番地１

春日部市 医療法人　秀和会　秀和総合病院 344-0035 春日部市谷原新田１２００番地

春日部市 医療法人社団葵会　介護老人保健施設　葵の園・春日部 344-0117 春日部市金崎７１番1号

春日部市 医療法人社団春明会　介護老人保健施設　ちとせ 344－0036 春日部市下大増新田８１番１号



■　病院

市町村名 名称 郵便番号 住所

狭山市 医療法人入間川病院 350-1307 狭山市祇園１７－２

狭山市 医療法人尚寿会　大生病院 350-1317  狭山市大字水野６００番地

狭山市 医療法人社団清心会　老人保健施設　かがやき 350-1332  狭山市大字下奥富６８８番地

狭山市 医療法人社団清心会　至聖病院 350-1332  狭山市大字下奥富１，２２１番地

狭山市 医療法人財団石心会　埼玉石心会病院 350-1305  狭山市入間川2丁目37番20号

狭山市 医療法人社団青葉会　狭山神経内科病院 350-1314 狭山市加佐志６５

狭山市 医療法人　狭山中央病院 350-1306 狭山市富士見２丁目１９番３５号

狭山市 医療法人社団グロリア会　前田病院 350-1320 狭山市広瀬東３丁目１４番地３号

羽生市 池沢神経科病院 348-0047 羽生市大字下新郷５５１番地

羽生市 医療法人徳洲会　羽生総合病院 348- 8505 羽生市大字下岩瀬446番地

羽生市 老人保健施設　カノープス・羽生 348-0051 羽生市大字本川俣１３０５番地

羽生市 介護老人保健施設　あいの郷 348-0043 羽生市大字桑崎１９６番地１

鴻巣市 社会福祉法人恩賜財団済生会支部　鴻巣病院 365-0073 鴻巣市大字八幡８４９番地

鴻巣市 医療法人社団鴻愛会　こうのす共生病院 365-0027 鴻巣市上谷2073番地1

鴻巣市 社会福祉法人恩賜財団済生会支部埼玉県済生会鴻巣老人保健施設こうのとり 365-0073 鴻巣市大字八幡田８６８番地１

鴻巣市 医療法人社団浩蓉会　埼玉脳神経外科病院 365-0027 鴻巣市大字上谷６６４番地１

鴻巣市 医療法人財団　ヘリオス会　ヘリオス会病院 365-0005 鴻巣市大字広田８２４番地１

深谷市 深谷赤十字病院 366-0052 深谷市上柴町西５丁目８番１号

深谷市 楽仙堂病院 366-0041 深谷市大字東方２，１００番地

深谷市 医療法人江仁会　北深谷病院 366-0012 深谷市大字江原３５０番地

深谷市 皆成病院 366-0824 深谷市西島町３丁目１１番地１

深谷市 医療法人好文会　あねとす病院 366-0811 深谷市大字人見１９７５番地

深谷市 医療法人社団優慈会　佐々木病院 366-0824 深谷市西島町２丁目１６番地１

深谷市 社団法人深谷市・大里郡医師会FOMA・なごみ 366-0019 深谷市大字新戒４１３－１

深谷市 医療法人社団優慈会 老人保健施設はなみずき 366-0817 深谷市大字柏合１０４１番地１

深谷市 医療法人良仁会　桜ヶ丘病院 366-0033 深谷市国済寺408番地5

上尾市 医療法人社団宗仁会武蔵野病院 362-0033  上尾市栄町１５番３２号

上尾市 医療法人社団愛友会　上尾中央総合病院 362-0075  上尾市柏座１丁目１０番１０号

上尾市 医療法人藤仁会　藤村病院 362-0035  上尾市仲町１丁目８番３３号

上尾市 埼玉県総合リハビリテーションセンター 362-8567  上尾市大字西貝塚１４８－１

上尾市 医療法人社団愛友会　介護老人保健施設　エルサ上尾 362-0061 上尾市藤波３丁目２６５番１号

上尾市 社会福祉法人安誠福祉会　老人保健施設　ハーティーハイム 362-0059 上尾市大字平方３１４７番地３

上尾市 医療法人社団愛友会　老人保健施設　あげお愛友の里 362-0006  上尾市大字西門前字南前636番地

上尾市 医療法人社団愛友会　上尾中央第二病院 362-0051 上尾市地頭方４２１番地１

草加市 草加市立病院 340-0052  草加市金明町３５４番地の３

草加市 医療法人　親和会　鳳永病院 348-0028 草加市谷塚２丁目１２番１５号

越谷市 越谷市立病院 343-0023  越谷市東越谷１０丁目４７番地１

越谷市 南埼玉病院 343-0012  越谷市大字増森２５２番地

越谷市 医療法人秀峰会　北辰病院 343-0851  越谷市七左町４丁目３５８番地

越谷市 医療法人財団明理会新越谷病院 343-0815  越谷市元柳田町６番４５号

越谷市 獨協医科大学埼玉医療センター 343-0845  越谷市南越谷２丁目１番５０号

越谷市 医療法人康麗会　越谷誠和病院 343-0856  越谷市谷中町４丁目２５番地５

越谷市 医療法人社団　大和会　慶和病院 343-0041  越谷市千間台西２丁目１２番地８

越谷市 学校法人　順天堂　順天堂大学医学部附属　順天堂越谷病院 343-0032  越谷市大字袋山５６０番地

越谷市 医療法人　秀峰会　老人保健施設南面 343-0851  越谷市七左町４丁目１６１番地１号

越谷市 医療法人社団　聖心会十全病院 343-0807  越谷市赤山町５丁目１０番１８号

越谷市 医療法人社団　全仁会　越谷北病院 343-0041  越谷市千間台西２丁目４番地６

越谷市 介護老人保健施設　憩いの里 343-0012  越谷市増森１丁目８５番地

越谷市 医療法人社団葵会　介護老人保健施設　葵の園・越谷 343-0851  越谷市七左町６丁目１００番地１

越谷市 医療法人社団葵会  介護老人保健施設葵の園・越谷（ユニット型） 343-0851 越谷市七左町６丁目１００番地１

蕨市 蕨市立病院 335-0001  蕨市北町２丁目１２番１８号

蕨市 医療法人社団東光会 介護老人保健施設グリーンビレッジ蕨 335-0001 蕨市北町５丁目１３番６号



■　病院

市町村名 名称 郵便番号 住所

戸田市 医療法人社団東光会　戸田中央総合病院 335-0023  戸田市本町１丁目１９番３号

戸田市 医療法人財団啓明会　中島病院 335-0011  戸田市下戸田２丁目７番１０号

戸田市 医療法人高仁会　戸田病院 335-0026  戸田市新曽南３丁目４番２５号

戸田市 戸田市立老人保健施設 335-0031  戸田市美女木４丁目２０番地の６

戸田市 医療法人社団　東光会 戸田中央リハビリテーション病院 335-0023  戸田市本町１丁目１４番１号

入間市 医療法人社団松風会　松風荘病院 358-0012  入間市東藤沢５丁目９番２号

入間市 医療法人一晃会　小林病院 358-0014 入間市宮寺２４１７番地

入間市 医療法人東明会　原田病院 358-0003  入間市豊岡１丁目１３番３号

入間市 医療法人　豊岡整形外科病院 358-0003 入間市豊岡１丁目７番１６号

入間市 豊岡第一病院 358-0007 入間市大字黒須１３６９番地３

入間市 医療法人明晴会　西武入間病院 358-0054 入間市大字野田９４６

朝霞市 医療法人社団武蔵野会　介護老人保健施設　グリーンビレッジ朝霞台 351-0031 朝霞市大字宮戸３番地

朝霞市 朝霞病院 351-0023  朝霞市溝沼字五反田１，３３３番地２

朝霞市 医療法人社団　武蔵野会　ＴＭＧあさか医療センター 351-0023 朝霞市溝沼１３４０番地の１

朝霞市 医療法人山柳会　塩味病院 351-0023 朝霞市溝沼２丁目４番１号

朝霞市 医療法人山柳会　介護老人保健施設　ケアライフ朝霞 351-0023 朝霞市溝沼２丁目４番１０号

朝霞市 医療法人わかば会　介護老人保健施設　つつじの郷 351-0002 朝霞市下内間木１３６３番地１

志木市 浅野病院 353-0004  志木市本町６丁目２４番２１号

志木市 医療法人　瑞穂会　介護老人保健施設　志木瑞穂の里 353-0001 志木市上宗岡２丁目２０番１７号

志木市 医療法人社団武蔵野会　ＴＭＧ宗岡中央病院 353-0001 志木市上宗岡５丁目１４番５０号

和光市 国立埼玉病院 351-0102  和光市諏訪２番１号

和光市 医療法人寿鶴会　菅野病院　別館（精神科） 351-0114  和光市本町２８番１号

和光市 社会福祉法人和光福祉会　ナーシングホーム和光 351-0115  和光市新倉８丁目２３番１号

新座市 医療法人社団新座志木中央総合病院 352-0001  新座市東北１丁目７番２号

新座市 医療法人社団青葉会　新座病院 352-0023  新座市堀ノ内３丁目１４番３０号

新座市 医療法人　社団　堀ノ内病院 352-0023  新座市堀ノ内２丁目９番３１号

桶川市 医療法人壽照会　大谷記念病院 363-0001  桶川市大字加納２，２１６番地

桶川市 医療法人財団聖蹟会　埼玉県央病院 363-0008  桶川市大字坂田１，７２６番地

桶川市 社会福祉法人安誠福祉会　介護老人保健施設　ルーエハイム 363-0027  桶川市大字川田谷４，９４８番地１

桶川市 医療法人財団　聖蹟会　老人保健施設ハートランド桶川 363-0008  桶川市坂田１，７２５番地

久喜市 医療法人　新井病院 346-0003  久喜市中央２丁目２番２８号

久喜市 久喜すずのき病院 346-0024  久喜市北青柳１，３６６番地の1

久喜市 医療法人　蓮江病院 346-0005  久喜市本町１丁目７番１２号

久喜市 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 349-1105  久喜市小右衛門714番地の6

久喜市 医療法人　三和会　東鷲宮病院 340-0203  久喜市桜田２丁目６番地５

久喜市 社会医療法人社団埼玉巨樹の会　新久喜総合病院 346-8530 久喜市上早見418番地１

北本市 医療法人博翔会　桃泉園　北本病院 364-0001  北本市深井３丁目７５番地

北本市 社団法人北里研究所　北里研究所メディカルセンター病院 364-0026  北本市荒井６丁目１００番地

北本市 医療法人誠昇会　介護老人保健施設　カントリーハーベスト北本 364-0025 北本市石戸宿５丁目２３６

八潮市 医療法人社団協友会　八潮中央総合病院 340-0814 八潮市南川崎８４５番地

八潮市 医療法人社団協友会　介護老人保健施設ケアセンター八潮 340-0802 八潮市鶴ヶ曽根１１８４番地４

富士見市 医療法人財団明理会　イムス富士見総合病院 354-0021  富士見市大字鶴間１９６７番地１

富士見市 さくら記念病院 354-0013  富士見市水谷東１丁目２８番地の1

富士見市 医療法人社団医鳳会　介護老人保健施設　葵の園・富士見 354-0031 富士見市勝瀬９３７番地３

三郷市 埼玉みさと総合リハビリテーション病院 341-0034  三郷市新和５丁目２０７番地

三郷市 医療法人社団愛友会　三郷中央総合病院 341-0026  三郷市幸房７４５番地

三郷市 医療法人財団健和会　みさと健和病院 341-0035  三郷市鷹野４丁目４９４番地１

三郷市 医療法人財団東京勤労者医療会　みさと協立病院 341-0016  三郷市田中新田２７３番地１

三郷市 老人保健施設　三郷ケアセンター 341-0028  三郷市南蓮沼字中沼２６０番２

三郷市 医療法人三愛会　三愛会総合病院 341-0003 三郷市彦成3丁目7番17号

蓮田市 独立行政法人国立病院機構療養所東埼玉病院 349-0101  蓮田市大字黒浜４，１４７番地

蓮田市 医療法人顕正会　蓮田病院 349-0131  蓮田市大字根金１，６６２番地の１



■　病院

市町村名 名称 郵便番号 住所

蓮田市 老人保健施設　蓮田ナーシングホーム翔裕園 349-0133  蓮田市大字閏戸１，８２６番地１

坂戸市 医療法人刀仁会　坂戸中央病院 350-0233  坂戸市南町３０番８号

坂戸市 医療法人刀仁会　介護老人保健施設はつらつ 350-0226  坂戸市本町２番１３号

幸手市 医療法人慈光会　東武丸山病院 340-0156  幸手市南２丁目２番１３号

幸手市 堀中病院 340-0114  幸手市東３丁目１番５号

幸手市 秋谷病院 340-0115  幸手市中４丁目１４番４１号

幸手市 医療法人社団彩優会　さって福祉病院 340-0113 幸手市大字幸手３４４０－１

幸手市 社会医療法人ジャパンメディカルアライアンス　東埼玉総合病院 340-0153 幸手市大字吉野５１７番５

鶴ヶ島市 鶴ヶ島池ノ台病院 350-2213  鶴ヶ島市大字脚折１，４４０番地２

鶴ヶ島市 医療法人社団満寿会　老人保健施設鶴ヶ島ケアホーム 350-2213  鶴ヶ島市大字脚折１，８７７番地

鶴ヶ島市 医療法人社団新都市医療研究会[関越]会　関越病院 350-2213  鶴ヶ島市大字脚折１４５番地１

日高市 医療法人積仁会　旭ヶ丘病院 350-1211  日高市大字森戸新田９９番地1

日高市 医療法人積仁会　介護医療院あさひヶ丘 350-1211 日高市大字森戸新田９９番地の1

日高市 埼玉医科大学国際医療センター 350-1298 日高市大字山根１３９７－１

吉川市 医療法人社団協友会　吉川中央病院 342-0056  吉川市平沼１１１番地

ふじみ野市 医療法人　誠壽会　上福岡総合病院 356-0011  ふじみ野市大字福岡９３１番地

ふじみ野市 医療法人社団富家会　富家病院 356-0051  ふじみ野市大字亀久保２１９７番地

白岡市 医療法人社団哺育会　白岡中央総合病院 349-0217　 白岡市大字小久喜９３８番地12

白岡市 医療法人社団双鳳会　山王クリニック 349-0214 白岡市大字寺塚１２３番地１

伊奈町 埼玉県立がんセンター 362-0806  北足立郡伊奈町大字小室７８０番地

伊奈町 埼玉県立精神医療センター 362-0806  北足立郡伊奈町大字小室８１８番地２

伊奈町 医療法人社団愛友会　伊奈病院 362-0806 北足立郡伊奈町大字小室9419

三芳町 三芳野病院 354-0044  入間郡三芳町大字北永井８９０番地６号

三芳町 医療法人財団明理会　埼玉セントラル病院 354-0045  入間郡三芳町上富２１７７番地

三芳町 医療法人財団明理会　介護老人保健施設　埼玉ロイヤルケアセンター 354-0045  入間郡三芳町大字上富２１８１番地５

三芳町 医療法人社団明芳会イムス三芳総合病院 354-0041 入間郡三芳町大字藤久保９７４番地３

毛呂山町 社会福祉法人埼玉医療福祉会丸木記念福祉メディカルセンター 350-0495 入間郡毛呂山町大字毛呂本郷３８番地

毛呂山町 埼玉医科大学病院 350-0495  入間郡毛呂山町大字毛呂本郷３８番地

毛呂山町 社会福祉法人毛呂病院　介護老人保健施設薫風園 350-0495 入間郡毛呂山町大字毛呂本郷字沢又691番地

滑川町 医療法人昭友会　埼玉森林病院 355-0807 比企郡滑川町大字和泉７０４番地

滑川町 医療法人昭友会　いづみケアセンター 355-0807 比企郡滑川町大字和泉８７３番地

小川町 小川赤十字病院 355-0397 比企郡小川町大字小川１，５２５番地

川島町 医療法人啓仁会　平成の森・川島病院 350-0123 比企郡川島町大字畑中４７８番地１

川島町 医療法人啓仁会　介護老人保健施設　平成の森 350-0123 比企郡川島町大字畑中４７８番地１

鳩山町 医療法人眞美会　麻見江ホスピタル 350-0302 比企郡鳩山町大字大橋１，０６６番地

横瀬町 医療法人健秀会　介護老人保健施設　なでしこ 368-0072 秩父郡横瀬町大字横瀬５８５０番地

皆野町 医療法人徳洲会　皆野病院 369-1412 秩父郡皆野町大字皆野２０３１番地１

皆野町 医療法彩清会　清水病院 369-1413 秩父郡皆野町大字皆野１３９０番地２

小鹿野町 国民健康保険町立小鹿野中央病院 368-0105 秩父郡小鹿野町小鹿野３００番地

東秩父村 老人保健施設　みどうの杜 355-0375 秩父郡東秩父村大字御堂１４５６番地４

寄居町 社会福祉法人はぐくむ会介護老人保健施設逍遥の郷 369-1234 大里郡寄居町大字折原字灰田原2,482番地

寄居町 医療法人俊仁会　埼玉よりい病院 369-1201 大里郡寄居町大字用土３９５番地

宮代町 公設宮代福祉医療センター　介護老人保健施設　六花 345-0831 南埼玉郡宮代町大字須賀１７７

松伏町 医療法人社団　全仁会埼玉筑波病院 343-0102  北葛飾郡松伏町築比地４２０番地

松伏町 医療法人社団明日佳　埼玉あすか松伏病院 343-0111  北葛飾郡松伏町松伏1263番地5

松伏町 医療法人社団心英会 介護老人保健施設　なのはなの里 343-0103 北葛飾郡松伏町金杉１，９０８番地

松伏町 医療法人社団明日佳　介護老人保健施設　あすかＨＯＵＳＥ松伏 343-0115  北葛飾郡松伏町大字上赤岩７５２番地１


