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かかりつけの医師・歯科医師を持ちましょう ～かかりつけ医で適切な医療を～
上 里 町 保 健 セ ン タ ー

（ 上 里 町 大 字 七 本 木 307） 

☎ 33 － 2550
　みなさんは、『かかりつけの医師・歯科医師』をお持ちですか？
　日頃の診察のほかにも、気軽に健康相談や家族ぐるみの健康管理をしてもら
う身近なお医者さんとして、『かかりつけ医』を持ちましょう。
　あなたの健康状態や病歴を把握しているため、高度な治療や精密検査が必要
な場合は、専門病院を紹介してくれるなど、適切な対応をしてもらえます。
　特に小さいお子さんや高齢者のいる家庭では、『かかりつけの医師・歯科医師』
を決めて、急に具合が悪くなった時に備えて、日頃からいざという時に相談で
きるようにしておきましょう。

◆まずは、かかりつけ医に !!
　病状が気になったら、早めに治療を受けることが大事です。
　まずは、かかりつけの医師・歯科医師に相談しましょう。
◆できるだけ診療時間内に受診しましょう
　夜間や休日の救急病院は、緊急時に対応するための医療機関です。
　急病や緊急を要するとき以外は、できるだけ診療時間内に受診しましょう。

○相談時間：24 時間 365 日
　急な病気やけがに関して、看護師が医療機関を受診すべきか
どうかなどをアドバイスしますので、判断に迷った時はお気軽
にお電話ください。

※新型コロナウイルス感染症に関する相談については、対応して
　いません。
※ＩＰ電話、ひかり電話、ダイヤル回線、PHS をご利用の
　場合は「☎ 048-824-4199」へおかけください。
※ご利用上のお願い
　この電話相談は医療行為ではなく､ 電話でのアドバイ
　スにより、相談者の判断の参考としていただくもので
　すので、あらかじめご理解の上ご利用ください。

● AI 救急相談とは、スマートフォンやパソ
コンから利用できる、救急相談です。

●チャット形式のフリー入力で相談した内
容をもとに、可能性のある症状をご案内
します。

●症状によっては、家庭での対処法につい
て利用者へ助言します。

●スマートフォンを利用していれば、チャッ
ト画面から埼玉県救急電話相談（#7119）
や 119 番への電話が可能です。

●また、チャットでの相談内容を埼玉県救
急電話相談の相談員に引き継ぐことも可
能です。

以下の URL からご利用いただけます。

http://
kodomo-qq.jp/

http://www.iryo-kensaku.jp/saitama/

http://www.pref.saitama.lg.jp/a0710/hpsearch.html

https://www.mhlw.go.jp/stf/
seisakunitsuite/bunya/
kenkou_iryou/iryou/rinsyo/
index_00014.html

https://www.pref.saitama.lg.jp/
a0703/aikyukyu.html

児玉郡市の休日急患診療について
本庄市児玉郡医師会立 休日急患診療所

埼玉県の救急電話相談について

夜間診療などの
病院等のお問い合わせ

　救急車を呼ばなくても病院等へ行くことができる場合、
診療可能な医療機関をご案内します。

●『#7119』救急電話相談
●小児救急電話相談　●医療機関案内
●大人の救急電話相談

☎ 0495－24－1119
（24時間対応）

※診療科目によっては、管外（児玉郡市以外）の医療
機関をご案内することもあります。

児玉郡市広域消防本部からのお知らせとお願い

チャット形式で気軽に相談 !
★埼玉県 AI 救急相談★

救急車の
適正な利用のお願い

こどもの救急  電話・オンライン
による診療

インターネットで県内の医療
機関や薬局が検索できます！！

　夜間や休日などの診療
時間外に病院を受診する
かどうか等の目安を提供
しています。

　電話・オンラインによる診療が
可能な医療機関のリストは、下記
の厚生労働省のホームページをご
覧ください。（診療を希望する際に
は、受診の可否を医療機関へ必ず
お問い合わせください。）

●埼玉県では、場所や診療科目・
時間などのさまざまな条件から、県
内約 1 万か所の医療機関や薬局を
検索できる「埼玉県医療機能情報
提供システム」をホームページで
公開しています。

●発熱等の症状があり、新型コロ
ナなどの診療可能な医療機関を受
診されたい方は、「埼玉県指定診療・
検査医療機関検索システム」で検
索できます。

※変更する場合があります。

休日の内科系の初期救急診療は、本庄市保健センター内の
『休日急患診療所』で行っています。
●診療科目：内科系
●場　　所：本庄市北堀 1422-1
　　　　　　（本庄市保健センター内）
　　　　　　☎0495-23-3322
●診 療 日：日曜日・祝日
　　　　　　年末年始 (12月30日～１月３日）・平日木曜夜間
●診療時間：午前９時～正午、午後１時～４時、午後７時～10 時
　　　　　　平日木曜日夜間は午後８時～10 時

日曜日・祝日の午前中に、郡市内の医療機関が輪番制で
外科系の初期救急医療を行います。
●場所：当番の医療機関（当番医は、『広報かみさと』に掲載しています。）
●診療時間：日曜日・祝日の午前 9 時～12 時
　　　　　※ゴールデンウィーク・年末年始（12 月 30 日～1 月 3 日）は除く。

※「広報かみさと」から取り外して、ご利用ください。

※健康保険証を持参してください。
※夜間の診療は午後 9 時 45 分までに受付をしてください。

埼玉県 AI 救急相談

救急車の出動件数が増加しています。
緊急を要する人のために、救急車の
適正な利用をお願いします。
◎通院等で、タクシー代わりに救急
　車を利用することはやめましょう。
◎事故や急病で救急車以外に搬送の手段がなく、　　
　緊急を要する場合は迷わずすぐに 119 番通報　
　をしてください。

在宅
当番医



市町名 医療機関名 所在地 電話番号 診療科目

本庄市

青木病院 下野堂1-13-27 24-3005 内・整・泌・循内・消内・肝内・呼内・リウ・リハ・脳・麻
あたご山クリニック 中央1-7-23 22-8733 耳
飯塚内科小児科 栄1-1-33 24-6311 内・呼内・胃・循内・小
五十嵐整形外科医院 若泉1-9-8 24-2313 整外・リハ・リウ・ペ内
生坂医院 本庄4-4-12 22-4670 内・胃・循・小・外・皮・肛
池田レディースクリニック 小島南3-1-12 22-2048 産・婦・内・小
岡病院 北堀810 24-8821 内・循・消内・泌・腎内・透内・消外・肛外
おかもと内科クリニック 寿2-6-29 22-0075 内・呼内・消内
加納内科医院 児玉町蛭川1097-1 72-7353 内・ア・皮・心内
木村医院 児玉町児玉233 72-7773 内・神内・小
くげづか診療所 早稲田の杜3-7-7 71-8885 内・神内・心内・精・小
久保医院 栗崎113 71-7138 内・循内・糖内
倉林医院 児玉町金屋1207 72-1341 内・小
恵南クリニック 見福2-27-18 24-0008 皮
児玉清水クリニック 児玉町児玉2486-4 72-7543 内・皮・泌・麻
児玉中央病院 児玉町児玉南3-3-1 72-0030 内・外・消外・脳・整・形・泌
小林クリニック 朝日町2-5-8 23-3371 内・心内・ア・リウ・外・整・リハ・麻
在宅クリニックこだま 児玉町吉田林字千日堂398-2 71-6783 内
清水クリニック 前原1-1-13 22-3358 内・心内・精・神内・小
昭和産婦人科 駅南1-5-23 22-2025 小・内・産・婦
彩北病院 小島5-6-1 21-0111 精・神・内・小・歯
鈴木外科病院 児玉町八幡山293 72-1235 外・消外・ぺ外・麻・乳外・肛外
そのべ病院 千代田3-4-2 21-2171 内・小・消・放
高山整形外科 見福2-27-10 22-3245 整・リハ
田所医院 けや木1-8-2 22-3445 内・循内・外・放・糖内
たにかわ眼科クリニック本庄早稲田の杜 早稲田の杜3-8-16 24-1121 眼
塚越内科小児科 本庄1-1-6 22-3152 内・呼・消・循・ア・リウ・小・皮・放
寺坂医院 西富田329-1 22-3343 耳
富沢医院 中央1-1-3 22-2270 内・消・小
どんぐりこども診療所 緑2-12-10 21-8885 小・ア・内・消
中神内科クリニック 児玉町八幡山321 72-1555 内・胃・小
中沢皮膚科 東台2-6-31 22-1112 皮
中村外科医院 日の出3-7-26 21-6211 血外・外・消内・循内・泌・肛外・麻
橋口小児科整形外科医院 今井327-1 24-8005 小・整・リハ
服部クリニック 東台4-1-22 24-4671 眼・耳
はにぽんクリニック 東台4-8-25 22-3596 内・消内・外・肛外・小
春山眼科医院 けや木1-5-5 21-2160 眼
ヒグチクリニック 栗崎122-1 25-5300 整・内
本庄駅前病院 本庄駅南1-2-32 22-2163 内・外・整・形・消外・肛外・リハ・放・皮・リウ
本庄児玉病院 児玉町児玉720 73-1611 精
本庄総合病院 北堀1780 22-6111 内・小・外・整・皮・泌・眼・耳・脳・肛
本庄脳神経外科・脊椎外科 早稲田の杜5-10-8 23-9156 脳・整・リハ・内・神・麻
本庄皮膚科医院 銀座3-7-22 22-3234 皮
本庄福島病院 千代田1-1-18 22-5211 内・小
本庄早稲田クリニック 早稲田の杜3-14-5 71-8707 内（循・消・呼）・外・リハ・救
本間内科皮膚科クリニック 見福3-5-6 27-6360 内・神内・小・皮
松澤医院 駅南1-13-6 22-2282 内・小・放・整・リウ・リハ・ペ内・外・麻
松本産婦人科医院 千代田1-1-26 24-3377 産・婦・女内
美山神経科内科医院 日の出2-2-8 24-5811 内・精・神
森田整形外科クリニック 小島1114 23-1610 整・リハ ･リウ
山田内科医院 五十子1-5-22 24-0108 内・消・呼・循・小・ア
吉沢病院 本庄市1216-1 21-7781 内・リハ・消内・呼内・循内・リウ・放
よしはら整形外科 児玉町長沖265-1 73-1575 整・リウ・リハ・内

美里町
うめだクリニック 広木970 76-4151 内・外・泌
千田医院 根木107-1 76-0041 内・小・外・整・放・胃・リハ
美里クリニック 阿那志225-1 76-0032 内・消
南美里診療所 甘粕528-3 76-3703 内・呼・消・循・ア・小・整・放

神川町
さかもとクリニック 元阿保362 77-0013 内・呼・循・消・小
関根内科外科医院 新里221-1 77-7667 外・胃・外（消・大腸・肛門）・整・麻・内
富永クリニック 新里367-2 77-0762 内・呼内・消内・循内・小
吉田医院 中新里307-1 77-2015 内・小

上里町

飯塚耳鼻咽喉科医院 神保原町2218-3 34-2313 耳
大関内科医院 七本木2401-32 33-2131 内・呼・胃
大林医院 七本木3312 71-8679 内・小・胃
上里こどもクリニック 七本木5357 35-1070 内・小・皮
上里内科クリニック 七本木3482-1 33-8823 内・糖内・内分泌・小
くぼた医院 神保原町2218-1 35-2250 内・呼・消・循
黒岩整形外科医院 七本木2363-5 34-0551 整・リハ
けやきクリニック 七本木5574 35-3500 内・外・消・肛
彩の丘クリニック 神保原町416-5 71-7166 内・消内・外
したら眼科クリニック 金久保767 33-8333 眼
七本木内科クリニック 七本木1788-7 35-1313 内・呼・消・循
辻クリニック 七本木2363-6 35-1116 皮・泌
土尾内科クリニック 金久保38 71-4800 内・循内
西澤整形外科 七本木5318 33-0600 整・リウ・リハ
野澤内科小児科医院 七本木3314-1 33-0922 内・小
昴星クリニック 金久保133-2 34-2202 内・小
吉澤クリニック 神保原町745-1 71-6111 内・精・心内

市町名 医療機関名 所在地 電話番号 診療科目

本庄市

愛歯科クリニック 見福2-2-1 24-6487 歯科・小児・矯正・口腔外科
アオバ歯科医院 西富田330-2 71-9955 歯科・小児・矯正・口腔外科
アリゼデンタルクリニック 寿3-5-15 25-7777 歯科・小児・矯正・口腔外科
飯嶋歯科医院 見福2-18-4 22-1182 歯科・小児・矯正
飯塚歯科医院 中央1-5-29 24-6166 歯科・小児・矯正
石井歯科医院 早稲田の杜3-6-7 24-2305 歯科・小児・矯正・口腔外科
石原歯科医院 銀座1-3-12 22-3244 歯科・小児・矯正
牛久保歯科医院 銀座3-5-9 24-8241 歯科・小児・口腔外科
内野歯科医院 傍示堂518 22-2817 歯科・矯正
江川歯科医院 東台1-4-19 22-2757 歯科・小児・矯正・口腔外科
大畑歯科医院 児玉町児玉323-4 72-1182 歯科 ･小児 ･矯正・口腔外科
おはなデンタルクリニック 前原1-11-23 27-8087 歯科・小児・口腔外科
かとう歯科クリニック 早稲田の杜3-1-5 25-7888 歯科・小児・矯正・口腔外科
木田歯科医院 児玉町八幡山185-1 73-1200 歯科 ･矯正・口腔外科
くぼた歯科医院 駅南1-17-5 23-1846 歯科 ･小児 ･矯正
倉林医院歯科 児玉町児玉381-1 72-0332 歯科・小児
見福歯科医院 見福1-7-77 24-6201 歯科・小児・矯正
さかぐち歯科医院 朝日町3-7-28 23-0399 歯科・小児
佐藤歯科医院 中央1-2-7 22-4669 歯科
四季の里歯科クリニック 四季の里2-9-7 21-8110 歯科・小児・口腔外科
スエヒロ歯科医院 緑1-1-6 24-0040 歯科・小児
鈴木歯科クリニック 小島南3-8-6 22-4188 歯科
高柳歯科医院 南2-6-15 22-6480 歯科・小児・矯正
竹内歯科医院 小島1-4-19 21-8817 歯科
田島歯科医院 駅南2-9-10 22-3342 歯科・小児
田端歯科医院 児玉町児玉131 72-0453 歯科
中央歯科医院 駅南2-15-3 21-1807 歯科・小児・口腔外科
中林歯科 児玉町吉田林398-1 72-7884 歯科・小児・矯正・口腔外科
なかむら矯正歯科医院 見福2-8-1 25-5888 矯正
濱坂歯科医院 児玉町蛭川175-2 72-8841 歯科 ･小児 ･矯正・口腔外科
春山歯科医院 児玉町児玉224 72-0472 歯科・小児
日の出木村歯科 日の出3-3-13 22-6488 歯科・小児・矯正・口腔外科
平山歯科クリニック 児玉町吉田林197-1 72-8020 歯科・小児
福島歯科 小島1-4-5 22-0055 歯科・小児
ホワイト歯科 駅南1-9-6　福島ビル1F 24-6144 歯科・小児・矯正・口腔外科
本庄さくら歯科クリニック 朝日町3-7-38 27-6480 歯科・小児・矯正・口腔外科
本庄デンタルクリニック けや木3-20-10 23-1259 歯科・小児・矯正・口腔外科
みつば歯科クリニック 児玉町児玉1732-7 72-8241 歯科・小児・矯正・口腔外科
明堂歯科医院 朝日町1-23-2 37-4890 歯科・小児・矯正・口腔外科
茂木歯科医院 児玉町八幡山392 72-4125 歯科 ･小児 ･矯正
もとまち江川歯科医院 本庄1-3-11 23-3817 歯科
もろおか歯科 五十子2-10-1 21-0222 歯科
やしろ歯科医院 本庄1-3-2 21-8846 歯科・小児
やない歯科医院 見福5-8-17 22-7727 歯科・小児・矯正
山本歯科医院 見福2-18-26 21-6263 歯科・小児・矯正

美里町
下山歯科診療所 小茂田405-5 76-3530 歯科・小児・口腔外科・矯正
杉田歯科医院 甘粕685 76-3855 歯科・小児・口腔外科
深町歯科医院 小茂田313-7 76-5544 歯科
美里歯科医院 根木231-1 76-4666 歯科

神川町
さとこデンタルクリニック 八日市305-1 77-1477 歯科・小児
西村歯科医院 熊野堂73-4 77-0648 歯科・小児 ･矯正
ひかる歯科クリニック 植竹652-1 77-1418 歯科・小児
前川歯科医院 ニノ宮241-5 77-4978 歯科・小児

上里町

ウニクス上里歯科 七本木2272-1 35-0418 歯科・小児・矯正・口腔外科
上里クリニック歯科 神保原町745-1 71-9895 歯科
上里スマイル歯科 金久保359-1 イオンタウン上里2階 71-6224 歯科・小児・矯正・口腔外科
このみ歯科クリニック 七本木3610-2 35-3877 歯科・口腔外科
斉藤歯科医院 三町526-1 33-2310 歯科
坂本歯科医院 七本木2647-5 33-8989 歯科・小児
嶋崎歯科医院 神保原町437-5 34-1383 歯科
関根歯科医院 神保原町521-10 33-3009 歯科
たかなし歯科 嘉美506-30 33-3231 歯科・口腔外科
たなか歯科クリニック 神保原町311-1 33-3771 歯科・小児・矯正・口腔外科
戸矢歯科医院 七本木1788-1 35-2000 歯科・小児
ひきま歯科クリニック 七本木5418 35-3939 歯科・小児

【歯　科】【医　科】

医科（病院・医院）・歯科医院一覧表

（注）医科診療科目の略称
内：内科、小：小児科、外：外科、整：整形外科、形：形成外科、循：循環器科、産：産科、婦：婦人科、産婦：産婦人科、女内：女性内科、
消：消化器科、胃：胃腸科、呼：呼吸器科、呼内：呼吸器内科、消内：消化器内科、循内：循環器内科、肝内：肝臓内科、腎内：腎臓内科、救：救急
透内：人工透析内科、糖内：糖尿病内科、内分泌：内分泌内科、消外：消化器外科、脳：脳神経内科・外科、泌：泌尿器科、肛：肛門科
肛外：肛門外科、麻：麻酔科、乳外：乳腺外科、血外：血管外来、眼：眼科、耳：耳鼻咽喉科、放：放射線科、皮：皮膚科、ア：アレルギー科
リウ：リウマチ科、リハ：リハビリテーション科、神：神経科、神内：神経内科、心内：心療内科、精：精神科
ペ内：ペインクリニック内科、ペ外：ペインクリニック外科

令和4年10月1日現在　（五十音順）


