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「ところざわ通信」
（（（ とこ通）もご覧
ください。

撮れたて 市民カメラマンの

▶救急患者のみ▶往診は原則不可▶医療機関が変更になる場合あり
▶混雑などで受付時間変更あり▶診療終了時刻近くの受診時は要電
話確認▶地図などの詳細は所沢市医師会HPへ

当番時間：午前９時～午後５時
※昼休み除く。電話相談不可休日急患当番医

※1…1月2日㈭・3日㈮の受付時間は午後6時～8時45分
※2…要事前問い合わせ　※3…1月2日㈭・13日㈷の深夜帯急患診療は休診
◎内科的初期診療のみで、外科などの診療は実施していません。

事業名 受付時間 月 火 水 木 金 土 日 祝休日

夜間
急患診療

午後７時30分～10時15分 ○ ○ ○ ○
※1

○
※1 － － －

午後６時～８時45分 － － － － － ○ ○ ○
深夜帯
急患診療

夜間急患診療終了後～
翌日午前7時※２ × ○ ○ ×

※3 ○ ○ ○ ○
※3

日曜日・休日
急患診療

午前10時～11時30分
午後2時～4時30分

1月1日㈷・2日㈭・3日㈮・5日㈰・12日㈰・13日㈷・
19日㈰・26日㈰・2月2日㈰

市民医療センター
上安松1224-１　☎2992-1151小児急患診療

緊急時の電話相談・医療機関案内 電話番号
埼玉県救急電話相談 ＃7119または☎ 048-824-4199

／ 24時間対応
※は FAX048-831-0099（依頼書は県HP
（ 救急電話相談）で入手）も対応可
能です。

・救急電話相談（小児・大人）
・医療機関案内※
　（歯科・口腔外科・精神科除く）

埼玉県精神科救急情報センター
☎ 048-723-8699 ▼月～金曜…午後
5時～翌朝８時 30 分 ▼土・日曜、祝
休日、1月1日～ 3日…午前８時 30分
～翌朝８時 30分

埼玉西部消防局休日夜間病院案内 ☎04-2922-9292 ／ 24時間対応

診療日／受付時間： 1月2日㈭・3日㈮・5日㈰・12日㈰・13日㈷・19日㈰・26
日㈰・2月2日㈰／午前9時～11時30分

◎診療日は変更になる場合があります。

歯科診療所あおぞら（保健センター内）
上安松1224-１　☎2995-1171休日緊急歯科診療

診療日 医療機関名 診療科目 所在地 電話番号

1月
1日
（祝）

豊川医院 内、消、循、リウ、リハ 小手指町3-22-12 2948-1122
新所沢ひろ内科 内、循内 松葉町24-3 2991-6767
所沢石川クリニック 内、泌 日吉町9-22

いせきビル４階 2925-7355

東所沢整形外科 整、形、皮、アレ、
リウ、内 東所沢1-18-5 2951-5201

おくもとクリニック 内、小、呼、消、リハ 西所沢1-23-3 2903-8320

1月
2日
（木）

鈴木内科医院 内 小手指町1-42-17 2922-6160
関根内科クリニック 内、循 御幸町6-6 2926-0636
菊池がんクリニック 婦 荒幡111-1 2928-7311
所沢武蔵野クリニック 精神、心内 松葉町16-13

祥鈴ビル5階 2994-5813
米島医院 内、小 山口1181-6 2922-3675

1月
3日
（金）

マツバクリニック 内、外、リハ 松葉町8-7 2995-5131
所沢中央病院 内 くすのき台3-18-1 2994-1265
吉川外科胃腸科医院 胃、外、整 泉町914-17 2923-5670
椿峰クリニック 内、小、皮 小手指南3-47-3 2949-7966

1月
5日
（日）

所沢ロイヤル病院 内、リハ 北野3-1-11 2949-3385
あすみクリニック 皮、形 東住吉2-4　2階 2928-5881
やまさき内科クリニック 内、循内、呼内、

アレ、糖内、リハ
小手指町1-11-4
アネックスビル3階 2929-8866

1月
12日
（日）

すぎうら乳腺消化器クリ
ニック 外、乳外、消外、内 緑町2-13-15 2006-7115
なかむら整形外科 整、リハ 東所沢和田1-1-8 2941-6636
けやき内科 内 並木3-1-7-102 2995-2299

1月
13日
（祝）

航空公園西口内科 内 喜多町4-8 2925-8000
所沢慈光病院 心内、精 北中1-228 2922-2990
彩のクリニック 内､呼､胃､循､小､

神内､外､整､理､放 小手指町4-1-1 2949-1118

1月
19日
（日）

所沢中央病院 内、整 くすのき台3-18-1 2994-1265
おやけ皮膚科医院 皮、アレ 上安松5-16

石田ビル1階 2945-3000

しんとこ耳鼻咽喉科医院 耳鼻咽喉 松葉町24-9
拓植ビル2階 2927-5770

1月
26日
（日）

双葉クリニック 内、外 けやき台1-36-7 2922-5171
すえのぶ皮フ科・形成
外科 皮 日吉町16-16

第8兼七ビル4階 2922-3724

松が丘クリニック 内、消内、外、
乳外、小、皮 松が丘1-52-19 2928-5666

2月
2日
（日）

小手指タワークリニッ
ク 内、糖内 小手指町1-6-102 2920-1717
東所沢眼科クリニック 眼 東所沢1-3-7 2944-8380
こぶしクリニック 内、糖内、小 こぶし町1-17-101 2993-5866

医療機関名 所在地 電話番号 日曜日 祝休日
午前 午後 午前 午後

愛クリニック 中新井620-1 2937-3630 ○ × × ×
おくもとクリニック 西所沢１-23-３ 2903-8320 ○ × × ×
きたはたファミリー
クリニック 小手指南４-13-6 2947-0011 ○※ × × ×

かわかつクリニック 小手指台23-１マミーマート所沢山口店２階 2920-2200 ○
（第２休） × × ×

彩のクリニック 小手指町４-１-１ 2949-1118 × × ○ ×

小児科日曜日･祝休日診療

◎1月1日㈷～3日㈮は休診です（※は1月12日㈰も休診）。
その他の診療日・時間はお問い合わせください。なお、休診する場合があります。

左記休日急患
当番医を除く診療日

◀12月8日㈰、ノリノリ！
のりものフェスティバルが
所沢航空記念公園で開催さ
れました。パトカーや消防
車、バスなどのさまざまざ
な乗り物が大集合！制服に
身を包み、普段は乗れない
運転席に座って記念写真を
撮る大勢の親子連れでにぎ
わいました。
写真：由井一雄

▼さまざまなクラフトアートや食などの
魅力が融

と

け合う暮らすトコロマーケット
が11月16日㈯・17日㈰に所沢航空記念
公園で行われました。訪れた多くのお客
さんが、手づくりのあたたかさ
に触れていました。
写真：遠井洋子

▼12月7日㈯にこどもと福祉の未来
館で行われたパンケーキデコレーシ
ョン体験。一生懸命クリームを絞る
子どもたちの姿はまるでパティシエ。
できあがったパンケーキは家族でお
いしくいただきました。
写真：佐藤清一郎

◀所沢の冬の風物詩・所
沢シティマラソン大会が
12月1日㈰に開催。記録
に挑む人や家族で楽しく
走る人など、約5千人の
ランナーが師走の青空の
下を駆け抜けました。
写真：津田資雄


