
TSURUGASHIMA CITY Medical Association坂戸鶴ヶ島医師会

　坂戸鶴ヶ島医師会は、鶴ヶ島市、坂戸市で開業あるいは勤務されている医師で組織された学術団
体です。それぞれの医療機関での日常診療はもちろん、医療・健康・福祉・介護などの分野で行政
と協力し、予防接種、学校医活動、乳幼児健診、特定検診やがん検診など皆様の身近なところで「地域
医療」に取り組んでおります。各種事業や活動を通じて地域の方々の安心した暮らしに寄り添い、「信
頼される医師会」を目指して日々業務に取り組んでおります。

〒350-0212　坂戸市石井 2327-5　TEL：049-289-2388　FAX：049-289-6433
医師会事業のご紹介▶http://www.sakatsuru-ishikai.jp/

坂戸鶴ヶ島医師会

かかりつけ医を持ちましょう。 坂戸鶴ヶ島医師会　身近なお医者さん

看護専門学校
　過去3年間の国家試験合格率は97～100%を誇ります。
　看護師はやりがいのある社会に求められる職業です。医療のプロとして、活躍の場が広がっている看
護師を目指してみませんか？　

●「かかりつけ医」とは、病気になった時の初期の医療や日頃の健康不安を相談できる身近な診療所医師のことです。
●急な病気やけがに備え、自宅近くのかかりつけ医を探しておき、定期的な健康診断を受け身体の不調を感じたときに早め
に相談し適切なアドバイスを受けましょう。
●必要な時には適切な病院や専門医に紹介をしてもらうこともできます。
●加齢や病気などにより通院が困難な状態になった場合も「かかりつけ医」であれば相談しやすくなります。

休日急患診療所

　医師会の会員医師が交代制で休日の昼間・夜間の初期救急を担います。内科、小児科の外来で対処可
能な軽症の方を対象としています。またあくまでもかかりつけ医が休診中の救急対応であるため、薬の
処方は最小限となっています。慢性疾患や長期の処方は行えません。普段からかかりつけ医をもちまし
よう。　　

訪問看護ステーションさつき

　ご家庭に訪問看護専門の看護師がうかがいます。かかりつけ医師と連携し、住み慣れたご自宅で快適
な療養生活を送れるよう、また自立能力が高まるようにお一人お一人の状態にあわせ「看護」と「安心」
を提供いたします。　

居宅介護支援事業所さつき

　ケアマネジャーが、自宅で介護保険を利用するために必要なケアプランを、本人やご家族の希望などに
沿いまた心身の状況や生活環境に合わせ作成します。サービス事業所や施設などとの連絡調整も行い、在
宅介護に関する相談、手続き、調整など適切な対応をし、安心して生活できるようお手伝いします。

在宅医療相談室

　地域の方々が住み慣れた地域で安心して住み続けていくためには「医療と介護の連携」が重要で、県
内30か所に設置された在宅医療介護連携拠点の一つです。
　ケアマネジャーの資格を持ち、地域をよく知る看護師と社会福祉士が相談に応じます。
（自宅で看取りたい。往診医を探してほしい。遠方の病院から退院予定で・・。寝たきり、認知症で通院
できない。高齢者世帯あるいは一人暮らしだけれど、自宅で療養したいなど。）
　医師会は、地域の医療や介護の多職種とネットワークを組んで支援を行っています。

坂戸市石井２３２６－１６  ☎０４９-２８９-６２６２問

坂戸市石井２３２７－５  ☎０４９-２８９-１１９９

詳細は 31,70 ページ

問

坂戸市石井２３２７－５  ☎０４９-２８８-３８０１問

坂戸市石井２３２７－５  ☎０４９-２８８-３０５０問

坂戸市石井２３２７－５  ☎０４９-２８８-１２８８問

平成 29年 11月1日現在　会員141 名　医療機関数 90件
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医療機関名 電話番号 所在地
アイクリニック
佐藤医院 279-0888 鶴ヶ島市上広谷 669-1
一本松診療所 287-1220 鶴ヶ島市下新田17-4
井上医院 287-0056 鶴ヶ島市富士見 2-29-1
浦田クリニック 279-5880 鶴ヶ島市藤金 878-3
大西内科 271-6250 鶴ヶ島市五味ヶ谷305
かなざわクリニック 285-0100 鶴ヶ島市富士見 2-1-15
川野医院 285-1530 鶴ヶ島市上広谷 17-14
関越クリニック 286-7770 鶴ヶ島市松ヶ丘 2-2-31
関越病院 285-3161 鶴ヶ島市脚折145-1
厚友クリニック 272-3903 鶴ヶ島市五味ヶ谷230-7
相良胃腸科 285-6511 鶴ヶ島市鶴ヶ丘 71-8 
しんまちクリニック 271-6154 鶴ヶ島市新町 2-23-23
染井クリニック 285-8974 鶴ヶ島市新町 2-23-3
高沢医院 286-0358 鶴ヶ島市脚折町6-18-7
たちかわ脳神経外科
クリニック 279-1515 鶴ヶ島市藤金 293-2
たわらクリニック 279-2121 鶴ヶ島市藤金 650-1
鶴ヶ島医院 285-0179 鶴ヶ島市脚折1864-7
鶴ヶ島池ノ台病院 287-2288 鶴ヶ島市脚折1440-2
鶴ヶ島在宅医療診療
所 287-6519 鶴ヶ島市高倉772-1
鶴ヶ島耳鼻咽喉科
診療所 286-3387 鶴ヶ島市上広谷 8-15
冨田整形外科 286-2211 鶴ヶ島市藤金 835-59
にし眼科クリニック 271-2424 鶴ヶ島市富士見1-2-1　

ﾜｶﾊ ｳ゙ｫｰｸ内
のぐち内科クリニック 279-6700 鶴ヶ島市脚折町6-28-1
はんだ整形外科 279-5687 鶴ヶ島市新町 2-21-12
みなくち小児科 287-5755 鶴ヶ島市鶴ヶ丘110-1
山岡内科・小児科 286-5172 鶴ヶ島市上広谷 412-28
若葉駅前メンタルク
リニック 271-1000 鶴ヶ島市藤金 845-4

ｺﾓﾄﾞ若葉２F
若葉こどもクリニック 279-0070 鶴ヶ島市藤金 333-2
若葉台耳鼻咽喉科 286-7186 鶴ヶ島市上広谷722-1
若葉台皮膚科 286-8275 鶴ヶ島市上広谷722-1
若葉内科クリニック 298-5308 鶴ヶ島市上広谷 645-1
Ai　clinic 277-5225 坂戸市緑町4-1
浅羽クリニック 284-1114 坂戸市浅羽 991-1
あさひ整形外科・皮
ふ科 283-6977 坂戸市泉町 2-11-8
阿部皮膚科 284-1212 坂戸市南町 5-28      
いずみ眼科 282-5315 坂戸市泉町 2-11-8

ﾒｲﾌ ﾙ゚ｱﾍ ﾆ゙ｭｰ 1F
伊利医院 281-0431 坂戸市竹之内199
大野耳鼻咽喉科クリ
ニック 284-8734 坂戸市八幡 2-9-10
小川医院 281-0839 坂戸市小沼 846
おがわこどもクリニッ
ク 282-3153 坂戸市千代田1-5-7
小川産婦人科・小児
科 281-2637 坂戸市南町 24-15
菅野病院 284-3025 坂戸市関間 1-1-17
北坂戸クリニック 281-6480 坂戸市溝端町 7-1
きもと内科・消化器
内科クリニック 288-1280 坂戸市関間 4-12-12

ﾌｧｰｽﾄﾚｼ ﾃ゙ ﾝ゙ｽ若葉 A
小林内科医院 280-5700 坂戸市山田町 9-27
さいとう内科
クリニック 289-8787 坂戸市伊豆の山町 22-10

ﾄｰﾀｽﾋ ﾙ゙ 1F 

医療機関名 電話番号 所在地
栄クリニック                   227-6501 坂戸市日の出町 16-45
坂戸眼科医院 283-4303 坂戸市関間 1-1-15
坂戸北口眼科 282-5181 坂戸市日の出町6-25  

ﾏｽﾔﾋ ﾙ゙ 2F
坂戸中央クリニック 283-2151 坂戸市千代田 4-13-3
坂戸中央病院 283-0019 坂戸市南町 30-8
坂戸内科医院 284-6001 坂戸市薬師町 15-6
坂戸西診療所 289-5111 坂戸市北峰 33
坂戸訪問診療所 298-5466 坂戸市日の出町 8-13
さとう耳鼻咽喉科
クリニック 282-3384 坂戸市仲町 10-1

渋谷こどもクリニック 284-1881 坂戸市日の出町6-25
ﾏｽﾔﾋ ﾙ゙Ⅲ 3F

清水病院 281-0158 坂戸市日の出町 1-8
シャロームにっさい
医院 280-7373 坂戸市北峰 306
善能寺クリニック 289-5588 坂戸市善能寺232-１
たかの眼科 288-2121 坂戸市南町 12-5
田口耳鼻咽喉科医院 281-6786 坂戸市南町 12-21
竹原クリニック 280-4005 坂戸市日の出町6-25

ﾏｽﾔﾋ ﾙ゙Ⅲ 4F
田島内科小児科医院 281-6722 坂戸市関間 1-14-13
鶴松整形外科 288-3081 坂戸市厚川字一本松14-10
東郷医院 281-0211 坂戸市千代田 2-8-5
中澤産婦人科・小児
科・内科 283-4681 坂戸市南町 8-4
根本整形外科医院 281-0018 坂戸市日の出町 2-16
脳神経外科ブレイン
ピア坂戸西 288-7007 坂戸市新堀 279-1
花水木こどもクリニッ
ク 282-8732 坂戸市にっさい花みず木

3-20-8
早川医院 282-1186 坂戸市中小坂899-5
原田内科クリニック 281-3235 坂戸市末広町 5-1-105
東坂戸クリニック 284-1718 坂戸市東坂戸 2-6-103
日の出内科クリニッ
ク 288-3717 坂戸市日の出町 15-1　
広瀬内科クリニック 283-3001 坂戸市塚越 1242-2
藤井小児科医院 283-7272 坂戸市千代田 4-14-12
本町診療所 283-0020 坂戸市本町 2-13
町野皮ふ科 298-6845 坂戸市にっさい花みず木

3-15-13
松野記念クリニック 289-8889 坂戸市上吉田 639
松本内科胃腸科 (042) 989-

3515 日高市田波目１
松本内科･消化器
クリニック 288-3150 坂戸市溝端町 8-1
丸山内科クリニック 289-2610 坂戸市薬師町 11-29
南町クリニック 289-3731 坂戸市南町 13-21
宮崎整形外科医院 284-3381 坂戸市薬師町 10-23
明海大学歯学部付属　　　　　　　　　　
明海大学病院 279-2733 坂戸市けやき台1-1
守屋医院 284-8586 坂戸市日の出町 7-29
やまだクリニック 288-7788 坂戸市清水町46-46
吉川クリニック 282-5002 坂戸市薬師町 1
吉松医院 281-0532 坂戸市日の出町 1-16
若葉クリニック 283-1611 坂戸市紺屋 403
若葉病院 283-3633 坂戸市戸宮609

（市外局番 049）
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