㉓田代クリニック（田代 巌）048-873-0260

さいたま市

さいたま市緑区東浦和 7-29-7

①小原クリニック（木納 賢）048-883-5860



さいたま市浦和区東高砂町9-1 SUMIDA ONE 本館3F 〒 330-0055

㉞中村メンタルクリニック（中村真人）048-458-3424

〒 336-0926

㉔かたやまクリニック（片山保行）048-711-1671
さいたま市緑区美園 5-43-15

朝霞市西原 1-2-2-5A



〒351-0034

㉟志木こころのクリニック（阿部麟太郎）048-424-7933

〒 336-0967

新座市東北 2-30-18 さいとうビル 4F

〒352-0001

②坂井メンタルクリニック（坂井俊之）048-824-7302

㉕東大宮メンタルクリニック（谷口和樹）048-662-7210

㊱新座すずのきクリニック（石井和夫）048-480-5511 

③メンタルヘルス田井クリニック（田井良輔）048-816-5521

㉖浦和すずのきクリニック（小野原 篤）048-845-5566 

㊲坂本医院（坂本広太）048-481-4839

④白峰クリニック（山崎茂樹）048-831-0012

㉗メンタルクリニック美波（七条敏明）048-749-8373 

㊳志木北口クリニック（大山美香子）048-471-2661

さいたま市浦和区仲町 1-2-12 関根ビル 4F

さいたま市浦和区高砂 3-2-10 草野高砂ビル 6F

さいたま市浦和区上木崎 4-2-25

⑤イサオクリニック（悳 武人）048-834-0177
さいたま市浦和区北浦和 4-3-10 若松家ビル 3F

〒 330-0062
〒 330-0063



〒 330-0071



〒 330-0074

さいたま市見沼区東大宮 4-18-8 新井ビル 3F

〒 337-0051

さいたま市桜区田島 7-17-21

新座市野火止 6-3-23

〒 338-0837

〒352-0011

新座市菅沢 1-1-36

さいたま市岩槻区本町 4-3-2 セントラルヒルズ1F 〒339-0057

〒352-0017

志木市本町 5-24-17 アルバビル 4F

〒353-0004

㊴富士見メンタルクリニック（里村 淳）049-255-0544

南部

富士見市西みずほ台 1-21-4 長野ビル 2F

〒354-0018

⑥かせ心のクリニック（加瀬裕之）048-813-0707

㉘さとうメンタルクリニック（佐藤 寛）048-229-7622

㊵ふじみ野駅前メンタルクリニック（武田真一）049-293-9151

⑦かわかみ心療クリニック（川上保之）048-600-5555

㉙東川口いずみクリニック（石井 勉）048-229-8517

㊶クリニック坂本（坂本朗子）049-256-2262

⑧鷺谷メンタルクリニック（鷺谷公子）048-856-4108

㉚わらびメンタルクリニック（大久保 修）048-267-0525

⑨渡辺メンタルクリニック（渡辺智英夫）048-647-2372

㉛ふたばクリニック（熊谷久代）048-430-0562

さいたま市浦和区北浦和 1-1-7 北原ビル 2F

〒 330-0074

さいたま市中央区新都心 4-8 新都心ファーストビル 3F〒330-0081
さいたま市中央区上落合9-10-21 OMI ビル1F

〒338-0001

さいたま市大宮区高鼻町1-31-1 TOPS大宮ビルディング6階〒330-0803

⑩ひがメンタルクリニック（比嘉千賀）048-641-2133 
さいたま市大宮区高鼻町 1-305

⑪大野クリニック（大野博司）048-641-0533
さいたま市大宮区仲町 2-24

〒 330-0803
〒 330-0845

⑫大宮駅前ひるまこころクリニック（昼間洋平）048-788-3757
さいたま市大宮区桜木町 1-197 蓜島ビル 4F

〒 330-0854

川口市本町 4-4-16 リビオアクシスプレイス 401

〒332-0012

川口市東川口 2-5-3 ベルツリーけやき1 号室

富士見市ふじみ野西 1-18-1 徳新ビル 3F

〒333-0801

川口市芝新町 4-12

ふじみ野市上福岡 1-2-25 星野ビル 4 階

㊷ぎんなんクリニック（染村圭一）04-2955-1858

〒335-0004

狭山市入間川 2-6-22 第 2 甲田ビル 3F

〒350-1305

㊸入間平井クリニック（平井茂夫）04-2966-1807

南西部

入間市豊岡 1-2-23 清水ビル 2F

〒358-0003

㉜渡邉クリニック朝霞（渡邉義信）048-467-3584

㊹所沢武蔵野クリニック（田上 聡）04-2994-5813

㉝あさか台メンタルクリニック（木村淑惠）048-476-9700

㊺航空公園クリニック（石井正宏）04-2928-6265

朝霞市仲町 2-2-44 パールウイング 4-B 号室

〒351-0006

朝霞市浜崎 1-2-10 アゴラ 21 ビル 6F

所沢市松葉町 16-13 祥鈴ビル 5F

〒351-0033

〒359-0044

所沢市喜多町 5-13 パークサイドビル 2F

さいたま市大宮区桜木町1-193-1 大宮YOKOビル5F 〒330-0854



長瀞

〒 331-0812

東秩父

〒 336-0025

南西部

西部
㊸

狭山

㊶

㊷

㊹㊺

南部

志木

三芳
所沢

越谷

㊳

朝霞

㉜㉝㉞

蕨
戸田 ㉛

川口

㉘㉙㉚

草加

岩槻区
㉗

大宮区
⑨⑩⑪⑫⑬
緑区
㉒㉓㉔

南区
⑱⑲⑳㉑
吉川

八潮

入間

ふじみ野

和光

〒 336-0926

日高

さいたま市

新座

さいたま市緑区東浦和 5-18-22 石﨑ビル 201

川越

㉟㊱㊲

㉒だるまさんクリニック（西村秋生）048-789-6726

春日部

上尾

見沼区
㉕

中央区
⑦⑧ 浦和区
①②③
④⑤⑥
桜区
㉖

三郷

さいたま市南区鹿手袋 3-7-28 ロータスコート 1F 〒 336-0031

蓮田

㊻㊼㊽㊾

㊴㊵

㉑中浦和メンタルクリニック（石田浩純）048-844-0047

杉戸
宮代

鶴ヶ島

毛呂山
飯能

川島

富士見

さいたま市南区文蔵 2-1-2-2F

㊿

白岡

松伏

さいたま市南区別所7-6-8 ライブタワー武蔵浦和201号室 〒336-0021

⑳小山メンタルクリニック（小山秀樹）048-845-9155

坂戸

越生

桶川

西区
⑭

東部

横瀬

北本

川越比企

鳩山

幸手

久喜
吉見

伊奈

⑲武蔵浦和メンタルクリニック（新井貴久）048-710-5050

ときがわ

北区
⑮⑯⑰

利根

鴻巣

滑川
東松山

秩父

加須

県央

〒 336-0017

小川

嵐山

さいたま市南区南浦和 2-27-12 アビアント 3F

羽生

寄居

皆野

〒 331-0814

⑱彩の国みなみのクリニック（塚田 攻）048-883-4591

熊谷
行田

⑰大宮すずのきクリニック（野中和俊）048-661-7885 
さいたま市北区東大成町 2-251

北部

〒 331-0804

⑯宮原メンタルクリニック（本山 真）048-661-9199
さいたま市北区宮原町 3-373-2-2F

さいたま市

深谷
美里

本庄

〒 331-0061

⑮土呂メンタルクリニック（竹林 宏）048-782-5810
さいたま市北区土呂町 1-33-6

はデイケア

（ショートケア，
ナイトケアを含む）

上里
神川

さいたま市西区西遊馬 1260-1



〒359-1113

⑬大宮こころの診療所（黒澤亜希子）048-641-0222
⑭湯澤医院（湯澤 俊）048-624-3974

〒356-0004

西部

〒333-0851

蕨市中央 1-10-11 シャロームわらび 2F

〒354-0035

（一社）埼玉精神神経科診療所協会
〠331-0812
さいたま市北区宮原町3-257 宮原サンハイツ101
☎048-788-3792   Fax.048-788-3793
http://www.saiseisin.org/

仁慈礼クリニック（東宮範周）048-760-1333

県央
㊻上尾高沢クリニック（高沢 昇）048-777-5501
上尾市宮本町 9-4

春日部市粕壁東 1-1-1 みかわやビル 3F

〒362-0036

川瀬クリニック（川瀬典夫）048-736-0907
春日部市中央 5-5-6

〒344-0062
〒344-0067

㊼上尾メンタルクリニック（八木義和）048-788-1522

有隣メンタルクリニック（小柳政明）048-731-6677

㊽河村クリニック（河村英夫）048-775-1705

サテライトクリニックしょうわ（佐藤龍司）048-872-7633

上尾市上町 1-1-15 市川ビル 6F
上尾市谷津 1-6-28

㊾上尾の森診療所（佐藤順恒）048-725-0378
上尾市中分 1-174-2

〒362-0037
〒362-0042



〒362-0067

㊿上尾の森診療所 桶川分院（藤巻秀文）048-787-5000
桶川市若宮 1-2-16 伸光ビル 4F

北本心ノ診療所（岡本浩之）048-598-7573
北本市中央 2-78

南福音診療所（石黒早苗）048-591-7191
北本市緑 4-148

〒363-0022
〒364-0031
〒364-0032

春日部市中央 7-3-3

〒344-0067

春日部市中央 1-57-14

〒344-0067

岡田メンタルクリニック（岡田吉郎）048-762-0322
春日部市中央 1-16-8 コアエムビル 2A

〒344-0067

川越比企
佐々木医院（佐々木順子）049-222-0629
川越市連雀町 31-10

あさひクリニック（岡田 聡）049-231-3311
川越市鯨井新田 6-1 第 3 今泉ビル 3 Ｆ

〒350-0066
〒350-0809

鴻巣メンタルクリニック（反町正志）048-598-8431

米山クリニック（米山伸彦）049-293-2611

なでしこメンタルクリニック（白石弘巳）048-598-6600

かわごえ心療内科クリニック（長崎隆嘉）049-293-1108

鴻巣市本町 3-8-1

鴻巣市本町 1-1-3 エルミこうのす 4 階

〒365-0038
〒365-0038

蓮田市蓮田 2060-1

〒349-0115

草加市栄町 3-3-24

友愛クリニック（柿島章宏）048-928-1191
草加市高砂 2-11-21 内田ビル 2F

さかの医院（坂野美知枝）048-921-2011
草加市西町 195-2

竹原クリニック（竹原陽一）049-280-4005
坂戸市日の出町 6-25 マスヤビルⅢ 4F

〒350-0225
〒350-0225

若葉駅前メンタルクリニック（小川次弘）049-271-1000

鶴ヶ島市藤金 852-16 ステーションテラス若葉 101〒350-2206



〒340-0011
〒340-0015

草加すずのきクリニック（近藤威史）048-922-3377 
草加市高砂 2-17-32

〒350-1123
〒350-1124

坂戸市日の出町 7-29

東部
式場クリニック（式場暁子）048-931-0210

川越市新宿町 1-15-22

守屋医院（守屋爽一）049-284-8586

利根
山口醫院（山口 修）048-769-8881

川越市脇田本町 15-19-2F

〒340-0015
〒340-0035

岸澤内科心療科医院（岸澤 進）0493-22-0762
東松山市材木町 16-13

〒355-0016

森林公園メンタルクリニック（稲見浩太）0493-56-4775
比企郡滑川町羽尾 495 番地

〒355-0811

北部
熊谷神経クリニック（奥野洋子）048-524-1181
熊谷市万平町 1-13

石川医院（石川高明）048-521-0089

美南こころの森クリニック（久保田由季）048-940-7843

上柴メンタルクリニック（柴田忠彦）048-551-7000

つしまメンタルクリニック（津島豊美）048-981-0645

深谷メンタルクリニック（島上 實）048-573-2520

南越谷メンタルクリニック（飯島 毅）048-990-6636 

清水クリニック（清水由紀夫）0495-22-3358

いずみクリニック（長根亜紀子）048-960-5555

田中医院（定森真理）048-582-0015

吉川市美南 5-6-4

吉川市保 1-20-1 竹内ビル 3F

越谷市南越谷 4-13-12 アンジェロ新越谷 2 階
越谷市南越谷 2-3-24 リオ 2F

木村クリニック（木村広子）048-985-1881
越谷市登戸町 38-3

〒341-0024
〒342-0038

〒342-0041
〒343-0845
〒343-0845

〒343-0846

2018（平成30）年11月現在

〒360-0034

メンタルクリニックみさと（田口 純）048-953-6100 
三郷市三郷 1-5-6



埼玉県
メンタルクリニック
マップ

熊谷市弥生 1-50

深谷市上柴町西 2-14-43

〒360-0044
〒366-0052

深谷市西島町 3-17-47



〒366-0824

本庄市前原 1-1-13

大里郡寄居町赤浜 1162

はデイケア

〒367-0047
〒369-1211

（ショートケア，ナイトケアを含む）

一般社団法人

埼玉精神神経科診療所協会
〠331-0812 さいたま市北区
宮原町3-257 宮原サンハイツ101
☎048-788-3792   Fax.048-788-3793
http://www.saiseisin.org/

