
※掲載している内容は、令和２年１０月１日時点のものです。

作成 ： 秩父市 保健医療部 地域医療対策課 ☎２２－２２７９

⇩ かかりつけの医療機関 ⇩

医療機関名

電 話 番 号

休 診 日 時

「かかりつけ医」を

もちましょう！



日頃の健康状態を把握する「かかりつけ医」をもちましょう。医師が素早い判断をしやすくなります。

診療には医師以外にも看護師、検査技師、薬剤師など多くのスタッフがかかわっていますので、

急病でなければスタッフの体制が整っている通常の診療時間内に受診しましょう。

医師会の協力により、平日夜間の小児一次（初期）救急診療、休日診療所、休日の急患当番医療

機関がありますので、急な病気で困った時は当番医を確認して受診しましょう。

また、病院へ連れて行こうか迷った時は、埼玉県救急電話相談（♯７１１９）をご利用ください。

どのような症状なのか、体のどこが痛いか、食事の状況、飲ませた薬などの説明ができる人が

一緒に行くと診察がスムーズに進みます。

●母子健康手帳、保険証、診察券、こども医療費受給資格証 など

●体温や症状を書いたメモ、飲んでいた薬、着替え、タオル など

●紙おむつ、ウェットティッシュ、ティッシュペーパー、ビニール袋 など

埼玉県救急電話相談 ♯７１１９

夜間や休日の急病時に、病院へ行くべきか判断に迷ったら、埼玉県

救急電話相談を利用しましょう（大人の急病にも対応しています）。

看護師が相談員となり、医療機関を受診するべきかなどアドバイスしてくれます。

アドバイスを判断の参考にしていただくものであり、医療行為ではありませんので

あらかじめご理解のうえ、ご利用ください。

｟２４時間対応 年中無休｠ お気軽にお電話ください ⇒ ☎ ＃７１１９

※ダイヤル回線、ＩＰ電話、ＰＨＳの場合はこの番号へ ⇒ ☎ ０４８－８２４－４１９９
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【熱がある時 まずは「かかりつけ医」や お近くの医療機関に電話で相談】

普通の風邪やインフルエンザでも、新型コロナウイルス感染症の症状と区別がつかない

ことがあります。感染防止の観点から、発熱の患者さんは医療機関の中に入れない場合

がありますので、必ず電話してから受診するようにしてください。

※木曜日は医療機関が変わる場合があります。「市報ちちぶ」や秩父郡市医師会 HP をご確認ください。

※小児科医または小児科以外の医師による一次（初期）救急診療です。そのため、小児科医の

診察ではない場合もありますので、あらかじめご理解のうえご利用ください。

※救急診療なので、普通の夜間診療ではありません。検査、処置等の対応に限界があります。

急病でなければ、通常の診療時間内に、小児科医や「かかりつけ医」を受診してください。

●休日診療所、急患当番医療機関の情報は、「市報ちちぶ」や秩父郡市医師会 HP をご確認ください。

急患当番医療機関のお問い合わせは、秩父消防本部指令課（☎２１－０１１９）にお願いします。

◎秩父郡市医師会 HP ◎秩父消防本部 HP

●こどもの救急についての情報サイト （公社）日本小児科学会

◎「こどもの救急」 （対象年齢：生後 1 か月～6歳）

●薬物の誤飲や中毒についての情報サイト （公財）日本中毒情報センター

◎たばこ誤飲事故専用電話 ☎０７２－７２６－９９２２

（自動音声による情報提供、３６５日・２４時間対応）

曜日 医療機関名 電話

月曜日 あらいクリニック ２５－２７１１

火曜日 秩父市立病院 ２３－０６１１

水曜日 秩 父 病 院 ２２－３０２２

木曜日
秩父市立病院

※他の医療機関に変わる場合があります

２３－０６１１

金曜日 秩父市立病院 ２３－０６１１

受付時間：午後７時３０分～午後１０時（必ず電話で連絡してから受診してください）
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№ 医療機関名 診療科目 住所 電話番号

1 あいおいクリニック 内･胃/消 秩父市相生町9-14 26-7001

2 淺海医院 内･放･外 秩父市荒川日野212 54-1182

3 あさひ診療所 内 秩父市本町1-2 21-5001

4 新井医院 内･外 秩父市下吉田3814 77-0006

5 あらいクリニック 内･小･ﾘﾊ･循･麻 秩父市本町1-18 25-2711

6 石塚内科胃腸科医院 内･胃/消 秩父市下影森765-4 24-5010

7 石塚クリニック 内･呼 秩父市大野原3331-1 22-6122

8 いなば眼科クリニック 眼 秩父市野坂町1-11-21 26-7526

9 井上医院 内 秩父市東町11-9 22-0141
10 井上皮膚科医院 皮 秩父市本町9-1 22-0336
11 岩田産婦人科医院 内･産婦 秩父市番場町13-1 24-1336

う 12 内田医院 内･産婦･放 秩父市本町8-6 21-1500
13 大友内科医院 内 秩父市上町2-10-9 22-0152
14 おおのはら眼科 眼 秩父市大野原429-1 21-5588
15 大谷津医院 内･小 秩父市阿保町10-8 22-6329
16 岡部医院 ﾘﾊ･ﾘｳ･整 秩父市本町2-6 25-2511
17 片田医院 内･外 秩父市下影森170 22-1801
18 片山耳鼻咽喉科 耳咽 秩父市中町3-6 23-3341
19 加藤クリニック ﾘﾊ･整 秩父市宮側町12-12 24-3229
20 金子クリニック 内･胃/消･外 秩父市山田2704-1 21-7270
21 上吉田医院 内･胃/消･外 秩父市上吉田4294-1 78-0011
22 眼科・並木医院 眼 秩父市熊木町6-23 22-1668
23 久喜医院 耳咽･内分泌 秩父市道生町7-5 23-6161
24 熊木こどもクリニック 小 秩父市熊木町15-11 25-3088
25 倉林外科胃腸科医院 内･胃/消･外･小外 秩父市黒谷305-2 23-0968
26 クリニック公園ばし 内･腎･呼･ｱﾚ･漢方･歯 秩父市中村町4-9-22 53-8860

け 27 健生堂医院 内･胃/消･呼･外･肛 秩父市東町28-5 22-0270
28 五野上医院 内･小･呼･ｱﾚ 秩父市大野原1058 22-1587
29 近藤医院 内･小･婦･眼 秩父市日野田町1-9-30 22-0043

さ 30 酒井耳鼻咽喉科医院 耳咽 秩父市大野原934 25-4187
し 31 城谷医院 泌 秩父市東町23-7 22-1010
せ 32 関根医院 胃/消･ﾘﾊ･外･肛 秩父市日野田町2-19-27 23-0777

33 たかはし整形外科皮フ科クリニック 皮･整 秩父市上野町17-12 53-8777
34 高橋内科クリニック 内･胃/消 秩父市中村町3-3-36 27-0155
35 竹越医院 内･心内 秩父市上町1-6-7 22-0701
36 秩父市大滝国民健康保険診療所 内･外･歯 秩父市大滝925 55-0341
37 秩父市立病院 内･小･循･麻･外･脳外･整･泌 秩父市桜木町8-9 23-0611
38 秩父生協病院 内･小･胃/消･ﾘﾊ･循 秩父市阿保町1-11 23-1300
39 秩父第一病院 内･神内･ﾘﾊ･循･血内･皮･外 秩父市中村町2-8-14 25-0311

40 秩父病院
内･胃/消･腫内･循･麻･放･
外･形成･消外･整･肛･歯

秩父市和泉町20 22-3022

41 秩父脳外科内科クリニック 内･脳外 秩父市永田町2-17 21-2330
42 つちはし眼科内科クリニック 眼 秩父市永田町10-11 24-8222
43 堤医院 耳咽 秩父市道生町14-1 24-0588
44 つむぎ診療所 精神･心療内科 秩父市寺尾1404 24-5551

の 45 野田医院 内･小 秩父市野坂町2-15-6 22-2538
46 蓮沼医院 内･呼 秩父市熊木町17-5 21-5526
47 はらしまクリニック 皮 秩父市別所475-7 21-5511
48 松本クリニック 内･胃/消･呼･循･外･小外･整 秩父市日野田町2-2-30 22-3000
49 丸山耳鼻咽喉科医院 耳咽 秩父市野坂町1-20-31 25-3341
50 三上医院 内 秩父市中町19-1 22-0391
51 三上医院 内･小･外･整 秩父市荒川上田野1659-2 54-1007
52 水野医院 内･呼･循･糖尿 秩父市山田2024-1 22-3315

も 53 本強矢整形外科病院 整 秩父市下影森871-1 24-7615
や 54 山田クリニック 内･皮･外･形成 秩父市大野原370-3 21-7388

【秩父市内 医療機関リスト】 50音順
令和2年10月1日現在

※上記の医療機関の中で、分娩ができるのは「№11 岩田産婦人科医院」です。
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