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はじめに 

 

「埼玉県がんサポートハンドブック」は、がんと診断されたり、治療を受ける時に役立つ情報を

とりまとめた冊子です。 

 この冊子には、がんと診断された不安や悩みを相談できる身近な窓口や医療費・生活費に対する

支援制度等が掲載されています。 

 国立がん研究センターがん対策情報センターが発行している「患者必携 がんになったら手にと

るガイド 普及新版（別冊 わたしの療養手帳）」を併せて御活用ください。 

 

 

「患者必携 がんになったら手にとるガイド 普及新版」   
 

・自分らしい向き合い方を考えていくために読むガイド 

 

 

 

 

 

「わたしの療養手帳」 

・患者さん自身が治療や療養生活において聞いたり調べたりして 

理解したことを書き留めて整理する手帳 

 

 

 

 

入手方法 

・一般書店で購入 

 「患者必携 がんになったら手にとるガイド 普及新版（別冊 わたしの療養手帳）」 

  本体価格 880 円（税別） 

  

・ホームページより閲覧・印刷（無料） 

  入手先：国立がん研究センターがん情報サービス 資料室 

がん情報サービス http://ganjoho.jp/public/qa_links/index.html 

 

埼玉県保健医療部疾病対策課がん対策担当のホームページでも、各種のがん対策について情報提

供しています。 

入手先：がん対策  

http://www.pref.saitama.lg.jp/kenko/iryo/gan/index.html 

 

この「埼玉県がんサポートハンドブック」は、埼玉県保健医療部疾病対策課がん対策担当のホー

ムページで情報提供しており、ダウンロードすることができます。 

入手先：がん対策（「埼玉県がんサポートハンドブック（地域の療養情報）」） 

    http://www.pref.saitama.lg.jp/a0705/gantaisaku/gansupporthandbook.html 

 

 

 
 

http://ganjoho.jp/public/qa_links/index.html
http://www.pref.saitama.lg.jp/kenko/iryo/gan/index.html
http://www.pref.saitama.lg.jp/a0705/gantaisaku/gansupporthandbook.html
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協会けんぽ ２９ 在宅歯科医療推進窓口地域拠点・支援窓口 ５２ 
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１ がんと言われたとき  

 

（１）診断の結果を上手に受け止めるには（患者必携普及新版 P14~16） 

 

  ■ショックを受けるのも無理はありません 

 ・がんの告知を受けたとき、大きな衝撃を受け、動揺するのは当然のことです。食欲がない、

不安で眠れない、前向きな気持ちになれないなどの心の動きは、がんと告げられたとき、誰

にでも起こることなのです。 

 

 ■つらい気持ちを話してみましょう 

・医学の進歩によってがんの治療成績は向上してきています。がん＝死ではありません。それ

でも、告知直後は病気を認めたくない気持ちが強くなり、絶望感にさいなまれることがある

かもしれません。 

・そのようなときは、つらい気持ちや不安な気持ちを自分の中にため込まないで、家族や親し

い友人、そして医療関係者に率直に話してみましょう。 

・身近な人に話すことが難しいときには、がん相談支援センターのスタッフに電話や直接会っ

て話を聞いてもらうのもよいでしょう。 

 

■不安や落ち込みを少しでも和らげるために 

 ・落ち込んでいてとても不安なときには、無理に病気と向き合おうとする必要はありません。

音楽を聴いたり、絵を描いたり、映画を見たり、本を読んだりなど自分らしくリラックスで

きることを行っていきましょう。 

 ・がん告知後のショックや動揺は、多くの場合、時間の経過とともに少しずつ和らいでいきま

す。落ち着いて心の整理ができたとき、担当医から受けた説明に関しての疑問点などは、改

めて担当医に尋ねておきましょう。身近な人と一緒に聞くのもよい方法です。 

 ・検査や診断の時点から、家族の方もがん相談支援センターを活用して、心配事や悩みを相談

することができます。 
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（２）がんと診断されたらまず行うこと（患者必携普及新版 P17~19） 

 

 ■がんについて聞いてみましょう 

  ・担当医から、“どのように、がんと診断したのか”、これまでの検査の結果について説明が

あります。説明内容のメモを取って残しておくと、後で確認するときに役立ちます。可能で

あれば、説明を聞くときには家族や親しい人に一緒に来てもらうとよいでしょう。 

  ・このとき、がんが疑われている状態なのか、それとも確定しているのかを確認しておくこと

が重要です。これまでの検査の結果はどうか、追加の検査があるか、病気はどの場所にあっ

てどの程度広がっているか、について聞いてみましょう。 

・今の時点で考えられる治療にはどういったものがあるのか、担当医はどの治療法を勧めるの

か、その理由についても聞くとよいでしょう。必ずしも１回の診察で全部まとめて聞く必要

はなく、何回かに分けて聞く、あらためて聞く、ということでも大丈夫です。 

 

■自分にとって必要な情報を集めてみましょう 

・がんの状態や治療の内容などにもよりますが、一般的には診断を受けてから治療が始まるま

で、検査や入院待ちなどの時間があります。その間に情報を集めて、自分の状態やこれから

の治療について理解を深めたり、治療の準備をすることで、気持ちにゆとりをもって治療に

臨むことができます。 

・化学療法などの治療によって、男性であっても女性であっても将来お子さんを持つことが難

しくなる場合があります。自分が受けようとしている、または勧められている治療がお子さ

んを持つことにどのように影響するかを知ることも必要でしょう。影響がありそうな場合、

精子や卵子の凍結保存など、がんの治療と将来の妊娠を両立する「生殖機能（妊孕
にんよう

性
せい

）温存

療法」を受けられる可能性がありますので、がん治療主治医などにご相談下さい。 

「生殖機能（妊孕
にんよう

性
せい

）温存について相談できる医療機関リストなど」もご参照下さい。 P１６ 

 

■ひとりで抱え込まないで仲間を見つけましょう 

・実際に治療が始まる前に、治療中や治療後の生活のことについて、ある程度備えておくこと

も大切です。このため、担当医や看護師に、治療のこと以外でも、あなたの生活やお金のこ

となどでの疑問や不安があれば伝えておきましょう。 

・がんの治療は時間がかかるため、仕事や家庭、日常生活にも影響が及びます。このため、家

庭や社会、職場の中で自分の役割を一時的に代わってもらう人を見つけておくことが必要に

なることがあります。がんの治療には体力や気力が必要です。まずは治療や療養に専念する

環境を整えて、その上でできることから手がけていくようにしましょう。 

・人は誰でもほかの人と支え合って生きています。自分だけで何もかも抱え込もうとしないで

できるだけ周りの協力を求めていきましょう。そうすることで最終的には、あなた自身にと

っても周囲の人にとっても、よりよい結果が得られるはずです。 
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（３）がんと言われたあなたの心に起こること（患者必携普及新版 P20~22） 

 

 ■がんと言われたときの心の変化とは 

  ・がんという言葉は、心に大きなストレスをもたらします。しばらくの間は、不安や落ち込み

の強い状態が続くかもしれません。眠れなかったり、食欲がなかったり、集中力が低下する

人も少なくありません。 

・治療が始まる前、治療中、治療が終わった後など、時期を問わず不安で、気持ちが不安定に

なったり、落ち込むことがあります。不安や落ち込みは、ある程度は通常の反応です。そう

なったからといって、すぐに問題になるというわけではありません。 

 

■適応していく心の動きをとらえる 

・時間がたつにつれて、「つらいけれども何とか治療を受けていこう」「 がんになったのは

仕方ない、これからするべきことを考えてみよう」など、見通しを立てて前向きな気持ちに

なっていきます。 

・しかし、ひどく落ち込んで何も手に付かないような状態が長引いたり、日常生活に支障が続

くようであれば、適応障害や気分障害（うつ状態）かもしれません。こうした状態は、強い

ストレスを受けるなど、人生において大きな出来事があった場合には、誰でもなる可能性の

ある心の状態であり、専門的な治療が手助けになります。 

 

■がんの治療には心のケアも含まれます 

・心と体は一体のものです。こうしたつらい状態が長く続くと、心にも体にも大きな負担にな

ります。精神的につらいときには我慢しないで、専門家の支援を受けることについて、担当

医や看護師、がん相談支援センター  P1１～1２ に相談してみましょう。 
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（４）情報を集めましょう（患者必携普及新版 P26~28） 

 

 ■情報はあなたの療養を左右することがあります。活用しましょう 

  ・がんの治療や療養生活の中で、さまざまな情報を集めることが大切です。病気や検査、治療

法、療養生活についてよく知ると、知らなかったことに対する漠然とした不安が軽減される

場合があります。また、納得のいく決定をするに当たっても、その情報が判断材料となるこ

とがあります。 

 

  ■あなたの情報を一番多く持っている担当医によく話してみましょう 

  ・主治医や担当医など、直接あなたを診ている医療者は、一人一人の状態に基づいて最も適し

た情報を提供してくれる存在です。また、治療の後遺症や痛みへの対処法などについても教

えてくれるはずです。 

・一度にまとめて聞くのではなく、検査や治療のこと、これからの療養生活のことなど、何度

かに分けて相談し、自分に合う方法について一緒に考えてもらうようにするとよいでしょう。 

 

  ■別の医師の意見を聞く「セカンドオピニオン」を活用しましょう 

 ・別の医師の意見を聞く「セカンドオピニオン」を活用しましょう。ほかの治療法が選択肢と

なったり、今の治療方針に納得するきっかけとなることもあります。 

 

 ■医師以外の医療スタッフにも相談してみましょう 

 ・療養生活のこと、経済的なこと、薬のこと、食事のことや担当医には直接相談しにくいこと

など、看護師、ソーシャルワーカー、薬剤師、栄養士なども貴重な情報源です。専門的な経

験や視点であなたの支えになってくれます。 

 

 

 ■がん相談支援センターなど質問できる窓口を利用しましょう 

  ・情報の探し方がわからないときには、がん診療連携拠点病院や埼玉県がん診療指定病院のが

相談支援センターや相談窓口を利用してみましょう。電話や直接会って相談員と話している

うちに、問題が整理できることもあります。 

 

  ■情報の見つけ方、情報の正しさの判断について 

・インターネットを活用すると、たくさんの情報を簡単に入手できます。自分で使えなければ

家族など周囲の人に調べてもらってもよいでしょう。 

・中には、特定の治療を勧めるなどの偏ったものや不正確なものもあります。発信元がはっき

りしなかったり、よいことばかり書いてあるウェブサイトなどには、注意が必要です。 

・情報には、医学研究の結果に基づくものと、個人的な体験談や感想などといった主観的なも

のがあります。情報の正しさと、その情報があなた自身に当てはまるかどうかを判断すると

きには、情報の信頼性が大切です。 

・「情報が本当に正しいかどうか」は、複数の情報を照らし合わせたり、担当医に確認して判

断しましょう。情報の発信元が信頼できる組織や人かどうかも判断材料の1つになります。 
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＜情報源一覧＞ 

①国立がん研究センターがん対策情報センターがん情報サービス 

     科学的根拠に基づく信頼性の高いがん関連情報を提供しています。 

http://ganjoho.jp/public/index.html 

 

   ②公益財団法人日本対がん協会 

     がん知識の普及啓発やがん検診によるがん予防運動を全国的に展開している団体です。 

http://www.jcancer.jp/ 

 

③県立久喜図書館 がん情報コーナー（久喜市） 

     がんの基礎知識から診療ガイドラインまで図書 500冊と、 

専門機関や相談窓口から入手したパンフレット類を御提供して 

います。図書はお近くの市町村立図書館からも取り寄せられます。 

まずは御相談ください。 

     電話 0480-21-2659 

https://www.lib.pref.saitama.jp/stplib_doc/health/cancer.html 

 

   ④がん制度ドック（運営：ＮＰＯ法人 がんと暮らしを考える会） 

がんと診断された方のための公的・民間医療保険制度検索ウェブサイトです。 

http://www.ganseido.com/ 

 

 

 ⑤埼玉県の在宅医療 

   埼玉県内の在宅医療について情報を提供しています。また、県内郡市医師会ごとに在宅 

  療連携拠点を設置し、医療・福祉に精通したスタッフが、在宅医療に関する相談に応じて 

  います。  P５１ 

  http://www.pref.saitama.lg.jp/a0703/zaitaku/zaitaku20160119.html 

    

http://ganjoho.jp/public/index.html
http://www.jcancer.jp/
https://www.lib.pref.saitama.jp/stplib_doc/health/cancer.html
http://www.ganseido.com/
http://www.pref.saitama.lg.jp/a0703/zaitaku/zaitaku20160119.html
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２ がんに向き合う  

 

（１）自分らしい向き合い方とは（患者必携普及新版 P36~38） 

 

 ■がんとの向き合い方は人それぞれ 

・たくさんの意思決定の場面で一つ一つ選び決めていく過程が、自分らしいがんとの向き合い

方を形づくっていきます。自分自身でいろいろな人に聞いたり、本やインターネットで病気

のことについて調べて決めていく人もいれば、信頼できる医師に「お任せします」と、治療

の進め方について委ねる人もいるかもしれません。どれが正解ということはありません。 

 

■相談することで自分の気持ちを整理する 

・いつでも、どんなときも、相談する場所があり、患者さんを支える人たちがいます。患者会

に参加している人は、このような機会や場所を提供することで、治療中や治療後の患者さん

を支援しています。様々な人と話しながら、自分なりの向き合い方を探していきましょう。 

     P１１～１６ 

 

 （２）社会とのつながりを保つ（患者必携普及新版P45~47） 

 

  ■周りの人への伝え方を心の中で準備しておく 

  ・がんの治療ではほとんどの場合、入院や定期的な通院、自宅療養が必要となるため、仕事や

家事、社会活動などはしばらく休むことになります。“病名、治療内容、今の状態、今後の

見込み”など、必ずしも詳細に伝える必要はありませんが、聞かれそうなことについては、

あらかじめ答えを考えておくと、聞かれたときに動揺しなくてすみます。 

 

  ■必要に応じて職場の人事担当者や専門家に相談を 

・就業している患者さんや家族のために、多くの支援制度があります。また職場によっては独

自の休業や復職についての就業規則を設けたり、運用上の工夫で柔軟に対応してくれたりす

る場合があります。産業医や産業保健師など相談できる専門家の意見を聞いてみてください。 

・必要に応じて、人事部門や担当医と連携し、配属や業務内容について調整できるとよいでし

ょう。治療計画を上司や同僚など職場の関係者とも共有し、定期的な受診や治療の予定に応

じて無理なく通院できるように協力を得ていくことも大切です。 

 

■仕事を持つ人向けの制度や情報を集めておく 

・職場の就業規則や時短勤務、傷病休暇制度のほかに、病状に応じて公的な高額療養費制度、

高額医療費貸付制度、傷病手当金、介護保険、身体障害者手帳、障害年金、生活保護などの

制度を活用することができる場合があります。   P1８～2３ 

・医療機関であればソーシャルワーカーやがん相談支援センターの相談員が相談対応していま

す。また、地域の地域産業保健センター、労働基準監督署などの総合労働相談コーナー、社

会保険労務士などに相談することもできます。 

 

■復帰は徐々に無理なく 

・職場への復帰に当たり、上司と相談して「職場復帰プログラム」を組むのもよいでしょう。

職場への復帰後は、残業や予定外の付き合いは控え、日常生活に体を慣らしましょう。心身

が弱っている時に、退職等生活の大きな変化について結論を出すのはなるべく避けましょう。 
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＜情報源一覧＞ 

 ①「がん治療と仕事の両立支援のポイント」（埼玉県作成） 

             

           事業者向けとして、従業員ががんになった時に備えておく 

            べきがんの基礎知識や従業員が復職する際のがん治療と仕 

            事の両立支援に向けて留意すべき点の他、就労に関する埼 

            玉県内の相談支援窓口一覧を掲載しています。 

             

 入手先ＨＰ： 

http://www.pref.saitama.lg.jp/a0705/gantaisaku/documents/gantosigotonopoi

nto20170401.pdf 

 

  ②「がんと仕事のＱ＆Ａ」 

              体験者からのアドバイスやコラム、役立つ資料を紹介していま 

        す。ウェブサイトからダウンロードできます。 

      

            入手先ＨＰ：http://ganjoho.jp/public/support/work/qa/ 

 

 

 

  ③埼玉県社会保険労務士会 

     労働時間、解雇、休日・休暇、セクハラ、賃金、労災など、労使間のトラブルや悩みの

他、ビジネス拡大のための人材育成や活用支援や年金問題等についても、専門家の立場か

ら相談や助言、指導を行っています。相談料は無料で、相談内容の秘密は厳守されます。 

    

相 談 日：毎週水曜日１０時～１６時（要事前予約） ※電話相談は行っていません。 

  予約受付：平日9：00～17：00（TEL、FAXまたはメールにて） 

 住所：さいたま市浦和区高砂1-1-1 朝日生命浦和ビル7階 

 電話：048-826-4864        FAX：048-826-4866 

 E-mail：saitama@saitamakai.or.jp  ＨＰ：http://www.saitamakai.or.jp/ 

 

  ④埼玉産業保健総合支援センター 

 事業者や産業保健スタッフ等を対象に、産業保健関係者からの専門的相談対応、産業保

健スタッフへの研修、メンタルヘルス対策の普及促進のための個別訪問支援、管理監督者

向けメンタルヘルス教育、産業保健に関する情報提供等を実施しています。 

地域窓口では、常時 50人未満の労働者を使用する事業者等を対象に、労働者の健康管

理（メンタルヘルスを含む）に係る相談、健康診断の結果についての医師からの意見聴取、

長時間労働者に対する面接指導、個別訪問指導等を実施しています。 

事業の詳細については、埼玉産業保健総合支援センターへお問い合わせください。 

 

 住所：さいたま市浦和区岸町7-5-19 あけぼのビル3F 

  電話：048-829-2661   ＨＰ：http://www.saitamas.johas.go.jp/ 

http://www.pref.saitama.lg.jp/a0705/gantaisaku/documents/gantosigotonopointo20170401.pdf
http://www.pref.saitama.lg.jp/a0705/gantaisaku/documents/gantosigotonopointo20170401.pdf
http://ganjoho.jp/public/support/work/qa/
http://www.saitamakai.or.jp/
http://www.saitamas.johas.go.jp/
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⑤総合労働相談コーナー（埼玉） 

   無料で労働問題の専門家が相談に応じています。川越・行田・秩父労働基準監督署内以

外は、女性相談員がいます。 

     ＨＰ：http:// www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/saitama.html 

 

                              （平成30年10月1日現在） 

コーナー名 実施主体 電話番号 住 所 

埼玉労働局 埼玉労働局 048-600-6262 さいたま市中央区新都心11-2ランド・アクシス・タワー16F 

埼玉労働局浦和駅西口 埼玉労働局 048-822-0717 さいたま市浦和区高砂1－5－1浦和ＩＳビル７F 

さいたま さいたま労働基準監督署 048-614-9977 さいたま市中央区新都心11-2 ランド・アクシス・タワー14F 

川口 川口労働基準監督署 048-498-6648 川口市川口2-10-2 

熊谷 熊谷労働基準監督署 048-533-3611 熊谷市別府5-95 

川越 川越労働基準監督署 049-210-9334 川越市豊田本1-19-8 

春日部 春日部労働基準監督署 048-614-9968 春日部市南3-10-13 

所沢 所沢労働基準監督署 04-2995-2582 所沢市並木6-1-3 

行田 行田労働基準監督署 048-556-4195 行田市桜町2-6-14 

秩父 秩父労働基準監督署 0494-22-3725 秩父市上宮地町23-24 

 

⑥公共職業安定所（ハローワーク）  

主治医が就労可能と判断したがん患者向けに、勤務可能な状態に応じて求人先を紹介し

てもらうことができます。 

ＨＰ： https://jsite.mhlw.go.jp/saitama-hellowork/ 

 

             （平成30年10月1日現在） 

名 称 電話番号 FAX番号 住 所 

川口公共職業安定所 048-251-2901 048-251-3664 川口市青木3-2-7 

熊谷公共職業安定所 048-522-5656 048-524-5690 熊谷市箱田5-6-2 

熊谷公共職業安定所本庄出張所  0495-22-2448 0495-21-4924 本庄市中央2-5-1 

大宮公共職業安定所 048-667-8609 048-651-0331 さいたま市大宮区大成町1-525 

川越公共職業安定所 049-242-0197 049-246-2754 川越市豊田本1-19-8 

川越公共職業安定所東松山出張所 0493-22-0240 0493-23-6272 東松山市上野本1088-4 

浦和公共職業安定所 048-832-2461 048-829-2984 さいたま市浦和区常盤5-8-40 

所沢公共職業安定所 04-2992-8609 04-2992-2445 所沢市並木6-1-3 

所沢公共職業安定所飯能出張所  042-974-2345 042-973-7318 飯能市双柳94-15 

秩父公共職業安定所 0494-22-3215 0494-24-6898 秩父市下影森1002-1 

春日部公共職業安定所 048-736-7611 048-737-5232 春日部市下大増新田61-3 

行田公共職業安定所 048-556-3151 048-556-1309 行田市長野943 

草加公共職業安定所 048-931-6111 048-931-6615 草加市弁天4-10-7 

朝霞公共職業安定所 048-463-2233 048-464-3012 朝霞市本町1-1-37 

越谷公共職業安定所 048-969-8609 048-969-8610 越谷市東越谷1-5-6 

 

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/saitama.html
https://jsite.mhlw.go.jp/saitama-hellowork/
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（３）がんに関する相談窓口 

 がん診療連携拠点病院（国指定）及び埼玉県がん診療指定病院には、「がん相談支援センタ

ー」という相談窓口が設けられています。信頼できる情報に基づき、その病院に通院してい

なくても、どなたでも無料で相談できる窓口です。是非、御利用ください。 

 

① がん相談支援センター 

ア がん診療連携拠点病院のがん相談支援センター          （令和元年6月1日現在） 

病院名及び相談窓口 問合せ先 対応曜日・時間 

埼玉県立がんセンター 

地域連携・相談支援センター 

代表 048-722-1111 

電話相談可 対面相談要予約 

月～金曜日 

9時～16時 

さいたま赤十字病院 

がん相談支援センター 

直通 048-852-2861 

電話相談可・対面相談要予約制 

月～金曜日 

9時～16時30分 

さいたま市立病院 

がんなんでも相談室 

代表 048-873-4111 

電話相談可 対面相談要予約 

月～金曜日 

8時30分～17時15分 

自治医科大学附属 

さいたま医療センター 

がん相談支援センター 

直通 048-648-5184 

電話相談可 対面相談要予約 

月～金曜日 

8時30分～17時15分 

埼玉県済生会川口総合病院 

がん相談支援室 

直通 048-253-8941 

電話相談可 対面相談要予約 

月～金曜日 

8時45分～16時30分 

川口市立医療センター 

総合相談室・がん相談支援センター 

代表 048-287-2525 

電話相談可 対面相談予約不要 

月～金曜日 

8時30分～17時 

土曜日(第1,3,5) 

8時30分～12時 

戸田中央総合病院 

がん相談支援センター 

代表 048-442-1111 

電話相談可 対面相談原則予約 

月～金曜日 

9時～17時 

土曜日 

9時～13時 

春日部市立医療センター 

相談支援室・がん相談支援センター 

代表 048-735-1261 

電話相談可 対面相談要予約 

月～金曜日 

8時30分～12時 

13時～17時15分 

獨協医科大学埼玉医療センター 

がん相談支援センター 

 

代表 048-965-1111 

電話相談可 対面相談要予約 

月～土曜日 

9時～16時30分 

(第3土曜日を除く) 

埼玉医科大学総合医療センター 

がん相談支援センター 

直通 049-228-3871 

電話相談可 対面相談予約不要 

月～土曜日 

8時30分～17時 

国立病院機構 埼玉病院 

がん相談支援センター 

代表 048-462-1101 

電話相談可 対面相談要予約 

月～金曜日 

9時～16時30分 

埼玉医科大学国際医療センター 

がん相談支援センター 

直通 042-984-4329 

電話相談可 対面相談要予約 

月～土曜日 

8時30分～17時 

深谷赤十字病院 

相談支援センター 

代表 048-571-1511 

電話相談可 対面相談予約不要 

月～金曜日 

8時30分～17時 
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イ 埼玉県がん診療指定病院のがん相談支援センター    （平成 29 年 9月１日現在） 

病院名及び相談窓口 問合せ先 対応曜日・時間 

秀和総合病院 

がん支援センター 

直通 048-737-6072 

電話相談可 対面相談要予約 

月～金曜日 

9時～17時 

土曜日 

9時～12時 

越谷市立病院 

医療連携室 

直通 048-965-4549 

電話相談可 対面相談要予約 

月～金曜日 

9時～16時30分 

埼玉メディカルセンター 

相談支援センター 

代表 048-832-4951(内線2016) 

電話相談可 対面相談要予約 

月～金曜日 

8時30分～17時 

彩の国東大宮メディカルセンター 

がん相談支援センター 

直通 048-665-6116 

電話相談可 対面相談要予約 

月～金曜日 

10時～16時 

土曜日 

10時～12時 

埼玉石心会病院 

ソーシャルワーカー室 

代表 04-2953-6611 

電話相談可 対面相談要予約 

月～金曜日 

9時～16時 

土曜日 

9時～12時30分 

防衛医科大学校病院 

地域医療連携室 

代表 04-2995-1511 

電話相談可 対面相談要予約 

月～金曜日 

9時～16時30分 

行田総合病院 

地域医療連携室 

がん相談支援センター 

直通 048-564-2537 

電話相談可 対面相談原則予約 

月～金曜日 

9～12時,13～17時 

土曜日 

9時～12時 

新久喜総合病院 

がん相談支援センター 

直通 0480-44-8240 

電話相談不可 対面相談要予約 

月～金曜日 

9～12時,13～17時 

埼玉協同病院 

総合サポートセンター 

代表 048-296-4771 

電話相談可 対面相談可 

月～金曜日 

8時30分～17時 

土曜日(第2を除く) 

8時30分～13時 

ＴＭＧあさか医療センター 

がん相談窓口 

直通 048-466-2055 

電話相談可 対面相談要予約 

月～金曜日 

9時～12時 

14時～17時 

土曜日 

9時～16時 

上尾中央総合病院 

がん相談室 

代表 048-773-1111 

電話相談不可 対面相談要予約 

月～金曜日 

9時～17時 

土曜日 

9時～12時 

小川赤十字病院 

がん相談支援室 

代表 0493-72-0971 

電話相談要予約 対面相談要予約 

月～金曜日 

9時～16時 

さいたま市民医療センター 

地域医療連携室 がん相談支援窓口 

代表 048-626-0011 

電話相談可 対面相談要予約 

月～金曜日 

9時～17時 
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  ②公益財団法人日本対がん協会（03-３５４１-4771   http://www.jcancer.jp） 

   ア 専門医によるがん無料電話・面接相談（診療は行いません） 

      事前予約制 月曜～金曜 午前１０時～午後５時 

      電話：０３－３５４１－７８３５（１人２０分まで） 

      対面：西銀座デパート内日本対がん協会・西銀座分室（１人３０分まで） 

 

      イ 看護師・社会福祉士によるがん相談ホットライン 

      電話のみ 予約不要 毎日午前１０時～午後６時 

      電話：０３－３５４１－７８３０（１人２０分まで） 

 

③ピアサポート 

埼玉県保健医療部疾病対策課では、がん体験者が自らの体験を 

生かして、がん患者さんや家族に寄り添いながら悩みや不安に対し 

て傾聴・共感などを行う「ピアサポーター」を養成し、ピアサポー 

ターによる相談支援を県立がんセンターで週３日程度実施しています。 

 また、埼玉医科大学国際医療センターでも月２回程度相談支援を実 

施しています。 

 

④県内のがん患者会・患者支援団体、サロン等 

患者さん同士が出会え、支え合える場所や支援などがあります。 

 

ア 患者会                        （平成29年9月7日現在） 

団体名 疾患名等 問合せ先 

あけぼの会 

あけぼの埼玉 
乳がん 

電話：048-683-1730 

http://www.akebono-net.org/ 

がん患者会 

シャローム 
がん全般 電話：090-4535-9198 

すみれ会 がん全般 
電話：0480-92-1746 

(白岡市社会福祉協議会） 

埼玉銀鈴会 喉頭がん 電話：048-771-0803 

Cava！ 

さいたまBEC 
乳がん 

http://c.saitamacity-support.jp/gnks13/m

ypage/index.php?gid=G0000370 

なごみ 

サロン 
がん全般 

電話：080-8191-5718 

http://relayforlife.jp/saitama/nagomisalon/ 

みらいねっと がん全般 

電話：048-865-0186 

メール：info@npomirainet.org 

https://npomirainet.org 

 

 

http://www.jcancer.jp/
http://www.akebono-net.org/
http://c.saitamacity-support.jp/gnks13/mypage/index.php?gid=G0000370
http://c.saitamacity-support.jp/gnks13/mypage/index.php?gid=G0000370
http://relayforlife.jp/saitama/nagomisalon/
mailto:info@npomirainet.org
https://npomirainet.org/
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                       （平成29年9月7日現在） 

団体名 疾患部位等 問合せ先 

市民のためのがん治療の会 がん全般 http://www.com-info.org/ 

NPO法人ｷｬﾝｻｰﾈｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ がん全般 http://www.cancernet.jp/ 

NPO法人がん患者団体支援機構 がん全般 https://canps.jp/ 

CNJ乳房再建スモールミーティング 乳房再建 http://www.e-bec.com/archives/3219 

KSHS（キチンと手術本音で再建の会） 乳房再建 https://www.kshs.tokyo/ 

ユーイング肉腫家族の会 ユーイング肉腫 http://kiboukazoku.org/ 

卵巣がん体験者の会スマイリー 婦人科がん http://ransougan.e-ryouiku.net/ 

骨髄移植体験者の会「TOMORROW」 骨髄移植  

スキルス胃癌患者・家族会「希望の会」 スキルス胃がん  

ブーケ（若い女性のオストメイトの会） オストメイト http://www.bouquet-v.com/ 

若年性がん患者支援団体 STAND UP!! 若年性がん http://standupdreams.com/ 

精巣腫瘍患者友の会 精巣腫瘍 http://j-tag.jp/ 

日本骨髄腫患者の会 血液腫瘍 http://myeloma.gr.jp/ 

がんの子供を守る会 小児がん http://www.ccaj-found.or.jp/ 

NPO法人 GISTERS ＧＩＳＴ http://www.gisters.info/ 

NPO法人 キュアサルコーマ 肉腫 http://curesarcoma.jp/ 

そらまめの会 
腎細胞がん・ 

腎孟がん 
http://www.soramamenokai.net/ 

腎細胞がん患者会 腎がん http://jinsaibougan.wixsite.com/kanjakai 

一般社団法人ＣＳＲプロジェクト 就労支援 http://workingsurvivors.org 

NPO法人キャンサーリボンズ 就労支援 http://www.ribbonz.jp 

埼玉県のがんを考える会 

（がんサロン「たんぽぽの会」） 
がん全般 

http://www.shin0219.sakura.ne.jp/sgk-top 

https://www.facebook.com/saitama.tanpopo  

NPO法人くまがやピンクリボンの会 
主に乳がん・ 

子宮がん 
http://kumagaya.wixsite.com/pinkribbon 

 

http://www.com-info.org/
http://www.cancernet.jp/
https://canps.jp/
http://www.e-bec.com/archives/3219
https://www.kshs.tokyo/
http://kiboukazoku.org/
http://ransougan.e-ryouiku.net/
http://www.bouquet-v.com/
http://standupdreams.com/
http://j-tag.jp/
http://myeloma.gr.jp/
http://www.ccaj-found.or.jp/
http://www.gisters.info/
http://curesarcoma.jp/
http://www.soramamenokai.net/
http://jinsaibougan.wixsite.com/kanjakai
http://workingsurvivors.org/
http://www.ribbonz.jp/
http://www.shin0219.sakura.ne.jp/sgk-top
https://www.facebook.com/saitama.tanpopo
http://kumagaya.wixsite.com/pinkribbon
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イ 患者サロン 

・がん診療連携拠点病院               （令和元年 6月 1 日現在） 

病院名及び名称 参加対象者 活動 活動内容 問合せ先 

県立がんセンター 

いこいの場 

院内 

患者・家族 

月１回 

不定期 

小講義 

情報交換 

意見交換 

代表 048-722-1111 

相談支援センター 

さいたま赤十字病院 

がんサロン ほほえみ 

院内・院外 

患者・家族 
月１回 

情報共有 

情報提供 

直通 048-852-2861 

がん相談支援センター 

さいたま市立病院 

雀声会 

院内 

喉頭がん患者・家族 

月１回 

定期 

情報交換 

意見交換 

代表 048-873-4111 

相談支援センター 

さいたま市立病院 

はなみずき会 

院内 

患者・家族 

月１回 

定期 

小講義 

情報交換 

意見交換 

代表 048-873-4111 

相談支援センター 

獨協医科大学埼玉医療

センター 

しゃべり場 

院内 

患者・家族 

隔月1回 

定期 
意見交換 

代表 048-965-1111 

緩和ケア認定看護師 

済生会川口総合病院 

キャンサーサポート 

りぼん 

院内・院外 

患者・家族 

年３回 

定期 

勉強会 

情報交換 

意見交換 

直通 048-253-8941 

がん相談支援センター 

済生会川口総合病院 

Ｃａｎサロン 

院内・院外 

患者・家族 

年４回 

定期 

勉強会 

情報交換 

意見交換 

直通 048-253-8941 

がん相談支援センター 

川口市立医療センター 

乳がん患者サロン おひさま 

院内 

乳がん患者・家族 

年６回 

定期 

講演・学習会 

情報交換 

代表 048-287-2525 

総合相談室 

戸田中央総合病院 

ブレストケアセンター 

院内 

乳がん患者・家族 

年４回 

定期 

サロン 

ｺﾝｻｰﾄ等 

代表 048-442-1111 

がん相談支援室 

春日部市立医療センター 

ブレストケアの会 

院内 

乳がん患者・家族 

月１回 

定期 

情報交換 

情報共有 

代表 048-735-1261 

がん相談支援センター 

春日部市立医療センター 

よつばサロン 

院内 

患者・家族 

月１回 

定期 

情報共有 

情報提供 

勉強会 

代表 048-735-1261 

がん相談支援センター 

埼玉医科大学総合医療センター  

がん患者・家族の会 

院内 

患者・家族 

年11回 

定期 

ﾐﾆ勉強会 

情報共有 

直通 049-228-3871 

がん相談支援ｾﾝﾀｰ 

国立病院機構埼玉病院 

がん患者サロンけやき 

院内・院外 

患者・家族 

月１回 

定期 

情報交換 

意見交換 

代表 048-462-1101 

がん相談支援ｾﾝﾀｰ 

国立病院機構埼玉病院 

がん患者サロンけやき女性の会  

院内・院外 

女性患者・家族 

年２回 

不定期 

ﾐﾆ勉強会 

情報交換 

代表 048-462-1101 

がん相談支援ｾﾝﾀｰ 

埼玉医科大学国際医療センター

やまぶきの会 

院内 

乳がん患者・家族 

月１回 情報交換 FAX 042-984-4670 

乳腺腫瘍科 年４回 勉強会 

深谷赤十字病院 

チューリップサロン 

院内・院外 

患者・家族 

月１回 

定期 

情報交換 

意見交換 

代表 048-571-1511 

相談支援センター 
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・埼玉県がん診療指定病院、小児がん拠点病院      （平成29年9月1日現在）                 

病院名及び名称 参加対象者 活動 活動内容 問合せ先 

越谷市立病院 

さくらんぼの会 

院内 

乳がん患者・家族 

月１回 

定期 

勉強会 

相談会 

直通 048-965-2221 

医療連携室 

埼玉メディカルセンター 

まんまサロン 

院内 

乳がん患者・家族 
不定期 情報交換 

電話 048-832-4951 

外科外来 

上尾中央総合病院 

きんもくせいの会 

院内 

患者・家族 

月１回 

定期 

勉強会 

情報交換 

代表 048-773-1111 

外来化学療法室 

秀和総合病院 

かるがも会 

院内 

患者・家族 

月１回 

定期 

勉強会 

情報交換 

代表 048-737-6702 

相談支援センター 

埼玉協同病院 

ひまわりの会 

院内 

乳がん患者 

年６回  

 

情報交換 

意見交換 

電話 048-296-4771 

外科外来 

県立小児医療センター 

びすけっと 

院内血液・腫瘍科 

患者・家族 

月１回 

定期 

情報交換 

勉強会 

電話 049-271-4708 

（代表宅） 

 

⑤ 生殖機能（妊孕
にんよう

性
せい

）温存について相談できる医療機関リスト 

  (男性・女性に関わらず相談できます。） 

    ・獨協医科大学埼玉医療センター・リプロダクションセンター  

     （http://www.dokkyomed.ac.jp/dep-k/repro/index.html） 

    ・埼玉医科大学総合医療センター産婦人科（http://og-smc.com/fp/） 

    ・埼玉医科大学病院産婦人科 

     （http://www.saitama-med.ac.jp/hospital/division/33gynecology/index.html） 

 

    また、埼玉県がん・生殖医療ネットワークのホームページ 

               （http://og-smc.com/fp/sornet/）も御参照ください。 

    なお、埼玉県では、がん治療開始に際して行う温存治療に必要な費用の一部助成 

    を行っています。  

    （https://www.pref.saitama.lg.jp/a0705/gantaisaku/seisyokukinou.html） 

     を御参照ください。 

 

 

⑥その他 

・ ２月４日は、「世界がんデー」です。世界保健機関（WHO）のサポートを受け、世界最

大の連合団体である国際対がん連合（UICC）が実施しています。 
 

・ ９月は、「がん征圧月間」です。県内各地で様々な活動が行われています。 

リレーフォーライフさいたま 

リレーフォーライフ川越 
 

・ １０月は、「がん検診受診率５０％達成に向けた集中キャンペーン月間」及び「乳がん

月間」です。ピンクリボン運動とは、乳がんで亡くなったアメリカの患者の家族が、「こ

のような悲劇が繰り返されないように」との願いを込めて作ったリボンからスタートした

乳がんの予防・早期発見・早期治療の啓発運動です。 

http://www.dokkyomed.ac.jp/dep-k/repro/index.html
http://og-smc.com/fp/
http://www.saitama-med.ac.jp/hospital/division/33gynecology/index.html
http://og-smc.com/fp/sornet/
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0705/gantaisaku/seisyokukinou.html
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（４）緩和ケア 

   がん医療における緩和ケアとは、がんに伴う体と心の痛みを和らげ、生活やその人らし 

さを大切にする考え方です。がん患者さんや家族は、がんと診断されたとき、治療の経過、

あるいは再発や転移がわかったときなどのさまざまな場面でつらさやストレスを感じます。 

 緩和ケアでは患者さんと家族が自分らしく過ごせるように、医学的な側面に限らず、いろ

いろな場面で幅広い対応をしていきます。がんと診断されたときや治療中、あるいは治療後

でも、痛みや気持ちのつらさや不安があるときには、いつでも、担当医や看護師、相談支援

センターに緩和ケアについて御相談ください。 

       がんの治療と緩和ケアの関係 

（Ａ：これまでの考え方 Ｂ：新しい考え方） 
 
            がんの経過 

 
 Ａ 
 
 

 

 Ｂ 

 

 

 

①緩和ケア病棟を有する医療機関 

緩和ケア病棟は、専門的な知識と技術に基づいた緩和ケアを提供しています。 

          （平成31年3月1日現在） 

二次保健医療圏 病院名 電話番号 住 所 

さいたま 彩の国東大宮メディカルセンター 048-665-6111 さいたま市北区土呂1522 

県  央 県立がんセンター 048-722-1111 伊奈町小室780 

上尾中央第二病院 048-781-1101 上尾市大字地頭方421-1 

上尾中央総合病院 048-773-1111 上尾市柏座1-10-10 

南  部 戸田中央総合病院 048-442-1111 戸田市本町1-19-3 

埼玉協同病院 048-296-4771 川口市木曾呂1317 

南西部 
ＴＭＧあさか医療センター 048-466-2055 朝霞市大字溝沼1340-1 

三浦病院 049-254-7111 富士見市下南畑3166 

川越比企 
丸木記念福祉メディカルセンター 049-276-1496 毛呂山町毛呂本郷38 

シャローム病院 0493-25-2979 東松山市大字松山1496 

西  部 埼玉石心会病院 04-2953-6611 狭山市入間川2-37-20 

北  部 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 048-536-9900 熊谷市板井1696 

東  部 
みさと健和病院 048-955-7171 三郷市鷹野4-494-1 

吉川中央総合病院 048-982-8311  吉川市大字平沼111 

利  根 羽生総合病院 048-562-3000 羽生市大字下岩瀬446 

   ※上記以外の病院でも、緩和ケアを提供している医療機関や、他の医療機関と連携しながら

提供している病院があるので、医師や看護師、相談支援センターに御相談ください。 

    

 

 

 

がんに対する治療が終了するまで苦痛緩和治療は制限し、治療終了後に緩和ケアを行う。 

がんに対する治療と並行して緩和ケアを行い、状況に合わせて割合を変えていく。 

がんに対する治療 緩和ケア 

がんに対する治療 

つらさや症状の緩和ケア 
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②緩和ケア外来実施医療機関 

 通院中の患者さんに外来で緩和ケアを提供します。埼玉県医療機能情報提供システムで検索

が可能です。（ホームページ：http://www.iryo-kensaku.jp/saitama/） 

 

③在宅療養支援診療所 

  在宅で療養している患者さんを支援する診療所です。埼玉県医療機能情報提供システムで検

索が可能です。（ホームページ：http://www.iryo-kensaku.jp/saitama/） 

 

 

 ３ 各種支援制度について 

 

（１）医療費 

   医療費が高額になる場合や、一定の条件に当てはまる場合には、様々な助成制度や支援

の仕組みがあります。まず、各窓口に相談してみましょう。 

 

①高額療養費制度 

   医療機関や薬局の窓口で支払った医療費（入院、通院、在宅医療などの費用。入院時の

食費負担や差額ベッド代等は含みません。）が、歴月（月の初めから終わりまで）一定額を

超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。（入院時の食費負担や差額ベッド代等

は含みません。支給申請は、加入している公的医療保険の窓口で行います。 

   負担額の上限額は、年齢や所得によって異なります。最終的な自己負担額となる毎月の「負

担の上限額」は、加入者が７０歳以上かどうかや、加入者の所得水準によっても分けられて

います。７０歳以上の方には、外来だけの上限額も設けられています。「世帯合算」や「多

数回該当」といった仕組みにより、さらに最終的な自己負担額が軽減されます。 

なお、加入する医療機関から事前に「所得区分」の認定証を発行してもらうことにより、

医療機関の窓口での支払いを自己負担上限額までにとどめることもできます。 

 

●自己負担額の目安 

ア ７０歳未満の方の場合              （平成 30 年 8 月 1 日から） 

所得区分 １か月の負担の上限額 ４回目以降 

年収約 1,160 万円～ 252,600円＋(医療費-842,000 円)×1％ 140,100円 

年収約 770～約 1,160万円 167,400円＋(医療費-558,000 円)×1％ 93,000 円 

年収約 370～約 770 万円 80,100 円＋(医療費-267,000 円)×1％ 44,400 円 

～年収約 370万円 57,600 円 44,400 円 

低所得者(住民税非課税) 35,400 円 24,600 円 

    ＊所得区分は健康保険と国民健康保険の加入者とでは算定方法が異なります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iryo-kensaku.jp/saitama/
http://www.iryo-kensaku.jp/saitama/
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イ ７０歳以上の場合 

区 分 

１か月の負担の上限額 

４回目以降 外来 

(個人毎) 

   (世帯毎) 

現
役
並
み 

年収約 1,160 万円 252,600円＋(医療費-842,000)×1％ 140,100円 

年収約 770～約 1,160万円 167,400円＋(医療費-558,000)×1％ 93,000 円 

年収約 370～約 770 万円 80,100 円＋(医療費-267,000)×1％ 44,400 円 

一
般 

年収約 156～約 370 万円 
18,000 円 

(年 144,000 円) 
57,600 円 44,400 円 

住
民
税 

非
課
税
等 

Ⅱ住民非課税世帯 
8,000 円 

24,600 円 
 

Ⅰ住民非課税世帯 15,000 円 

    ＊低所得者Ⅰは、年金受給額 80万円以下など、総所得金額が 0円の方。ⅡはⅠ以外の方。 

＊一般や低所得者の区分の方については、多数回該当の適用はありません。 

＊同一の医療機関等における自己負担（院外処方を含む。）では、上限額を超えないとき

でも、同じ月の複数の医療機関等における自己負担を合算することができます。 

 この合算額が負担の上限額を超えれば、高額療養費の支給対象となります。 

  ○問合せ先：加入している医療保険の窓口 

   

  ②高額療養費貸付制度 

   高額療養費の払い戻しを受けるには、診察月から３か月以上後になるため、当面の医療費の

支払うに充てる資金として、無利子で「高額療養費支給見込額の８割相当額」の貸付を行う

「高額療養費貸付制度」が設けられています。 

受付後２～３週間程度で、貸付金が指定の口座に振り込まれます。高額療養費支給額決定後、

高額療養費給付金が貸付金の返済に充てられ、残額が指定の口座に振り込まれます。決定金額

が貸付金より少なく返済額に不足が生じた場合は、返納通知書が送付されます。 

  ○問合せ先：全国健康保険協会     P２９ 

 

  ③高額医療・高額介護合算療養費制度 

   世帯内の同一の医療保険の加入者について、毎年８月から１年間にかかった医療保険と介護

保険の自己負担を合計し、基準額を超えた場合に、その超えた金額を支給します。基準額は

世帯員の年齢構成や所得区分に応じて設定しています。 

この制度により、同一世帯において医療と介護でかかった費用の合計額を緩和します。 

  ○問合せ先：加入している医療保険や介護保険の窓口 

 

  ④確定申告による医療費の控除 

   自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、

一定の金額の所得控除を受けることができます。 

   ア 医療費控除の対象となる医療費の要件 

    ・納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療

費であること 

・その年の１月１日～１２月３１日までの間に支払った医療費であること 
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   イ 医療費控除の対象となる金額 

     医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額（最高で２００万円）です。 

     （実際に支払った医療費の合計額―(1)の金額）－(2)の金額 

(1) 保険金などで補填される金額 

  （例）生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額

療養費・家族療養費・出産育児一時金など 

(2) １０万円（その年の総所得金額等が２００万円未満の人は、総所得金額等５％の金額） 

   ウ 控除を受ける為の手続き（※所得税の確定申告期間：毎年２月１６日～３月１５日） 

・医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を所管税務署に提出してください。 

・医療費の支出を証明する書類、例えば領収書などについては、確定申告書に添付するか、

確定申告書を提出する際に提示してください。 

・また、給与所得のある方は、このほかに給与所得の源泉徴収票（原本）も添付してくだ

さい。 

○問合せ先：居住地を所管する税務署     P２９ 

 

 

 （２）生活支援 

  ①傷病手当金 

   傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、

被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給

されます。会社を休んだ日が連続して３日間あった上で、４日目以降の仕事に就けなかった日

に対して、１日につき標準報酬日額の３分の２に相当する額が最長１年６カ月間支給されます。

ただし、事業主から傷病手当金より多い額の手当てを受けた場合は、対象外になります。 

○問合せ先：加入している医療保険の窓口 

 

  ②ひとり親家庭等医療費助成制度 

   ひとり親家庭等の 18 歳年度末までの児童（一定の障害がある場合は 20 歳未満まで）又は親

又は養育者が、医療機関において受診した場合の医療費の一部負担金を県と市町村で助成する

制度です。なお、児童扶養手当に準じた所得制限があります。 

  ○問合せ先：各市町村の子育て支援課など （http://www.pref.saitama.lg.jp/a0702/hitorioya.html） 

 

  ③生活保護 

   資産や能力等全てを活用してもなお生活に困窮する方に対し、困窮の程度に応じて必要な保

護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、その自立を助長する制度です。 

  ア 支給される保護額 

厚生労働大臣が定める基準で計算される最低生活費と収入を比較して、収入が最低生活 

費に満たない場合に、最低生活費から収入を差し引いた差額が保護費として支給されます。 

  イ 保護の種類 

    ８種類あります。（生活・教育・住宅・医療・介護、出産、生業、葬祭の各扶助） 

○問合せ先：住所地を所管する福祉事務所の生活保護担当（市（区）部では市（区）、町村

部では、県が所管）。    P２９（県）、3０～3１（市町村） 

 

 

 

http://www.pref.saitama.lg.jp/a0702/hitorioya.html
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  ④生活福祉資金貸付制度 

   他からの融資が困難な低所得者世帯・障害者世帯・高齢者世帯・失業者世帯に対して、低利

又は無利子での資金の貸し付けと必要な援助指導を行うことにより、その世帯の安定した生活

を確保する制度です。用途別に、貸付資金枠や限度額が設けられています。 

  ○問合せ先：その世帯の居住地を担当区域とする民生委員 

各市町村社会福祉協議会     P3２～3３ 

 

  ⑤介護保険制度 

   介護保険の被保険者で、介護認定を受けられた方は、介護度に応じて介護サービスを１割の

自己負担で受けることができます。 

   ・６５歳以上の方が、要介護・要支援認定を受けた場合 

   ・４０歳～６５歳までの方が、末期がん等の特定疾患により介護が必要となり、要介護・要

支援認定を受けた場合 

   ・サービスを利用する際は、ケアマネージャーが調整を行います。（福祉用具の貸し出しや

購入費の支給、住宅改修費の支給、訪問介護、訪問入浴、訪問リハビリテーション等） 

  ○問合せ先：市町村の介護保険担当課     P3０～3１ 

各地域包括支援センター     P4５～5０ 

 

 

 （３）障害支援 

  ①障害年金（障害基礎年金・障害厚生年金・障害共済年金） 

   国民・厚生・共済年金に加入している方が、加入中の病気やけがなどで障害になったときに

支給される制度です。 

初めて医師の診療を受けた時から、１年６か月経過した時（その間に治った場合は治った時）

に障害があるか、または６５歳に達するまでに、人工肛門又は新膀胱の増設や喉頭摘出した場

合などの障害の状態になったときに、支給されます。 

   障害基礎年金は、障害の程度によって１級と２級に分かれており、障害厚生年金等は１～３

級まであります。なお、保険料納付期間（保険料免除期間を含む。）が被保険者期間の３分の

２以上ある必要があります。 

  ○問合せ先：障害基礎年金：各市町村の年金窓口     P３０～3１  

障害厚生年金：各年金事務所     P２９ 

障害共済年金：職場の共済組合窓口 

 

 ②障害手当金、障害一時金 

   障害手当金は厚生年金、障害一時金は共済年金の加入者が対象で、病気が初診日から５年以

内に治り、３級の障害よりやや程度の軽い障害が残ったときに支給される一時金です。障害手

当金・一時金を受ける場合も、年金保険料納付要件を満たしている必要があります。 

  ○問合せ先：各年金事務所  P２９、職場の共済組合窓口 

 

  ③身体障害者手帳 

   身体に障害が残った方の日常生活の不自由を補う為に、様々な福祉サービスを受けられます。

手帳は障害の種類や程度などによって１～６級に区分され、等級によって受けられる福祉サー

ビスの内容が異なります。 

  ○問合せ先：各市町村の障害福祉担当窓口     P３０～3１ 
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（４）子供向けの支援 

①小児慢性特定疾患医療費助成制度 

   がんを含む小児慢性特定疾患の治療にかかった費用のうち、世帯の所得額に応じて支払う自

己負担金額を超えた部分の助成を受けられます。対象は１８歳未満の児童で、引き続き治療

が必要であると認められる場合は、２０歳まで助成を受けられます。 

  ○問合せ先：各保健所   P2８ 

 

②特別児童扶養手当 

 ２０歳未満で精神又は身体に障害を有する児童を家庭で養育している父母、若しくは実際の

養育者に支給される手当です。所得制限があります。 

○問合せ先：各市町村の児童又は障害福祉窓口   P３０～3１ 

 

③障害児福祉手当 

 精神又は身体に重度の障害を有する為、日常生活に常時の介護を必要とする状態にある在宅

の２０歳未満の者に支給される手当です。所得制限があります。 

○問合せ先：各市町村の児童又は障害福祉窓口   P３０～3１ 

 

 （５）生殖機能（妊孕
にんよう

性
せい

）温存治療費助成    Ｐ４、Ｐ１６ 

 

 （６）支援施設 

名 称 役 割 

在宅療養支援（歯科） 

診療所 

地域において在宅医療を支える２４時間体制の窓口として、他の病

院、診療所等と連携を図りつつ、２４時間往診、訪問看護等を提供

する診療所です。事態急変時には、専門的治療を行った担当医と連

携して、治療法の相談や再入院の手配などを行います。 

 

（ホームページ：http://www.iryo-kensaku.jp/saitama/ 

Renkei/IPSoukatsuCom.aspx?r=20&s=010 

在宅療養支援病院 

診療所のない地域において、在宅療養支援診療所と同様に、在宅医

療の主たる担い手となっている病院（200 床未満又は４㎞以内に

診療所がない病院）です。 

 

（ホームページ：http://www.iryo-kensaku.jp/saitama/ 

Renkei/IPSoukatsuCom.aspx?r=20&s=010 

訪問看護ステーション 

通院や外出が困難な場合、看護師等が患者宅を訪問し、医師の指導

に基づく診療の補助や、健康管理・相談等のサービスを行います。 

 

 ＊埼玉県訪問看護ステーション協会 

  （ホームページ：http://www.sai-houkan.com/） 

地域包括支援センター 
介護予防も含め、在宅療養などに関する様々な制度の利用や福祉の

相談・支援を行います。 

http://www.iryo-kensaku.jp/saitama/Renkei/IPSoukatsuCom.aspx?r=20&s=010
http://www.iryo-kensaku.jp/saitama/Renkei/IPSoukatsuCom.aspx?r=20&s=010
http://www.iryo-kensaku.jp/saitama/Renkei/IPSoukatsuCom.aspx?r=20&s=010
http://www.iryo-kensaku.jp/saitama/Renkei/IPSoukatsuCom.aspx?r=20&s=010
http://www.sai-houkan.com/
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名 称 役 割 

居宅介護支援事務所 

ケアマネージャーが患者の状況や希望を踏まえて、介護保険の申請

手続きやケアプランを作成し、利用サービスの調整などを行い、日

常生活のサポートを行います。 

 

 

（７）在宅での療養生活を支える支援専門職 

職 種 役 割 

在宅医 

（在宅医療を行う医師） 

定期的に訪問診療し、緊急時などに対応してくれます。また、専門

的な治療を行った病院の担当医と連携し、必要に応じて再入院の手

配などもしてくれます。 

訪問看護師 在宅医と連携し、療養の世話・医療処置・病状の確認等を行います。 

ケアマネージャー 患者の状況や希望を踏まえて、ケアプランなどを作成します。 

ホームヘルパー 
患者宅を訪問し、日常生活の介護、買い物、掃除などの家事の援助

を行います。 

薬剤師 薬の説明や使用法・副作用に関する相談に乗ります。 

歯科医師・歯科衛生士 歯や口腔ケアなどの相談に乗ります。 

理学療法士 

作業療法士 

日常生活を送る上での基本的な動作の回復や機能低下の予防を図り

ます。 

社会福祉士 福祉制度などの相談に乗ります。 
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４ 県内の医療連携体制 

  

  埼玉県では、県内どこでも「質の高いがん医療」提供することを目指して、がんに関する優れ

た医療・相談・情報提供体制を備える医療機関の整備を進めています。 

がんの治療法には、局所療法として手術療法及び放射線療法、全身療法として化学療法があり 

ます。治療に当たっては、がんの病態に応じ、これら各種療法を効果的に組み合わせた集学的治

療の実施が必要です。また、必要な医療を地域全体で切れ目なく提供できるよう、がん医療にお

ける医療連携体制の構築が必要です。 

このため、埼玉県では、がん診療連携拠点病院（国指定）や埼玉県がん診療指定病院（県指定）

を中心に、各地域の医療機関の機能分化を進め、がん医療連携体制の構築を促進しています。 

 

（１）がん診療連携拠点病院（国指定） 

   国は、診療機能等一定の要件を満たした医療機関を「がん診療連携拠点病院」に指定してい

ます。埼玉県内に、１３病院が指定されています。    P2７ 

 

   これらの病院では、 

    ①専門的ながん診療 

    ②専門的な医療機関の知識や技能を持つ医師の配置 

    ③地域の医療機関や医師との連携と協力体制の整備 

    ④患者への相談支援と情報提供 

    ⑤がん登録など、質の高いがん医療 

   を推進しています。 

 

（２）埼玉県がん診療指定病院（県指定） 

   埼玉県では、がんに関する医療や設備、情報提供、他の医療機関との連携など、「がん診療

連携拠点病院」の指定基準に準じた県の指定基準を満たす１３病院を「埼玉県がん診療指定病

院」に指定しています。   P2７ 

 

（３）がん診療対応医療機関 

   埼玉県へ報告された病院、診療所、 助産所及び薬局の有する医療及び薬局機能に関する情

報をとりまとめ、 医療施設の適切な選択を支援する「埼玉県医療機能情報提供システム」か

ら検索を行うことができます。 

  （ホームページ：http://www.iryo-kensaku.jp/saitama/） 

http://www.iryo-kensaku.jp/saitama/
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（４）セカンドオピニオン外来実施医療機関 

   セカンドオピニオンとは、患者が納得のいく治療法を選択することができるよう治療の進行

状況、次の段階の治療選択などについて、現在診療を受けている担当医とは別に、違う医療機

関の医師に「第２の意見」を求めるものです。 

がん診療連携拠点病院、埼玉県がん診療指定病院及び小児がん拠点病院では、セカンドオピ

ニオン外来を実施しています。なお、国立がん研究センターがん対策情報センターのホームペ

ージ（http://hospdb.ganjoho.jp/kyoten/）で診療に関する情報が掲載されています。 

また、上記以外でもセカンドオピニオンを実施している医療機関があります。埼玉県医療機

能情報提供システム（http://www.iryo-kensaku.jp/saitama/）で検索が可能です。 

 

■がん診療連携拠点病院等のセカンドオピニオン実施体制     （平成30年10月1日現在） 

病院名 
問い合わせ 

窓口 
電話番号 

県立がんセンター 予約係 048-722-1111 

さいたま赤十字病院 医療連携課 048-852-1111 

さいたま市立病院 医事課 048-873-4168 

自治医科大学附属さいたま医療センター 医事課 048-648-5271 

川口市立医療センター 総合相談室 048-287-2525 

済生会川口総合病院 相談支援ｾﾝﾀｰ 048-253-8941 

戸田中央総合病院 地域医療連携課 048-442-1111 

国立病院機構埼玉病院 地域医療連携室 048-462-1284 

埼玉医科大学総合医療センター 医務課・庶務係 048-228-3410 

埼玉医科大学国際医療センター セカンドオピニオン相談室 042-984-4108 

深谷赤十字病院 地域医療連携室 048-571-1511 

春日部市立医療センター 相談支援室 048-735-1261 

獨協医科大学埼玉医療センター 総合医療相談部 048-965-1147 

 

■埼玉県がん診療指定病院のセカンドオピニオン実施体制    （平成30年10月1日現在） 

病院名 
問い合わせ 

窓口 
電話番号 

上尾中央総合病院 病診連携室 048-773-5941 

埼玉メディカルセンター 医事課 048-832-4951 

彩の国東大宮メディカルセンター  がん相談支援室 048-665-6111 

埼玉協同病院 地域連携課 048-297-9852 

ＴＭＧあさか医療センター 地域医療連携室 048-466-2055 

小川赤十字病院 医療連携室 0493-72-2333 

埼玉石心会病院 さやま総合クリニック患者サービス課 04-2900-2700 

防衛医科大学校病院 地域医療連携室 04-2995-1511 

秀和総合病院 地域医療連携室 048-737-5640 

越谷市立病院 医療連携室 048-965-2221 

行田総合病院 地域医療連携室 048-564-2537 

新久喜総合病院 地域医療連携室 0480-26-0033 

さいたま市民医療センター がん相談窓口 048-626-0011 

http://hospdb.ganjoho.jp/kyoten/
http://www.iryo-kensaku.jp/saitama/
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（５）埼玉県医療連携手帳（がん地域連携クリティカルパス） 

この手帳は、治療を施行した専門病院とかかりつけ医療機関が協力して専門的な医療と総合

的な診療をバランスよく提供する共同診療体制を構築することを目的に、全てのがん診療連携

拠点病院や一部の埼玉県がん診療指定病院のほか協力病院で、５大がん（胃・大腸・肝臓・肺・

乳）をはじめ臓器別に地域の実情に応じた手帳が作成され、運用されています。  

 

【医療連携手帳の利用方法】  

①手帳の利用は  

比較的再発の少ない早期のがん患者が対象になります。手術などの 

治療を行った病院の主治医は、医療連携が患者の診療に適しているか 

どうかを吟味し、患者本人や家族に十分に説明し、同意を得た上で、 

手帳の利用を開始します。  

 

②手帳の利用開始後は  

日常の診療や症状が落ち着いているときの投薬は、かかりつけ医が行います。手術などの治

療を受けた病院へは、節目に受診していただくことになります。 

何か心配なことなどある場合には、かかりつけ医に御相談ください。緊急を要する場合で休

日や夜間等でかかりつけ医を受診できない場合には、手術等の治療を受けた病院まで御連絡く

ださい。（電話番号は手帳に記載してあります。）  

 

③診察・検査 

患者は、手帳に記載された計画に沿ってかかりつけ医又治療病院で、診察・検査を受けます。  

手帳には、患者、かかりつけ医、そして治療病院が、それぞれ気になることを記載する箇所

があります。（患者の状態をみんなで共有することができ、安心して診療を受けられます。）  

患者は再診の度に毎回この手帳を持参し、受診前に手帳に健康状態についての必要事項を毎

回記入してください。それを見ながら、連携の医師がその時点での検査データを記入します。

再発やその他のデータが現れたときは、追加の検査で問題点を解明します。 

 

  ④医療連携手帳の内容 

内容は、ア 共同診療に必要な診療情報、イ ５年間の診療予定表、ウ ５年間の診療記録、

エ 病気に関する説明、の４つに分かれています。診療記録のところには、患者自身が記入す

る欄があります。 

 

  ⑤他の医療機関の受診時  

他の医療機関を受診する場合でも、お薬手帳と一緒に連携手帳を持参すれば、治療内容が正

確に伝わり、より適切な診療に役立ちます。  

  

【手帳を使うことによる利点 】  

・患者が医療機関等を受診する際に連携手帳を持参することにより、専門病院の医師、かかり

つけ医、その他医療機関等が、患者の治療経過を共有できるため、安心してこれまで通り、か

かりつけ医の診療を受けることができます。  

・患者さんが手帳を持つことにより、「いつ」「どこで」「どんな」診察・検査を受ければよ

いかが分かります。また、通院時間や外来の待ち時間が短縮し、通院の負担が軽減します。 
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５ 県内の各機関の問合せ先  

 

■がん診療連携拠点病院（1３）                   （平成31年3月1日現在） 

二次保健 

医療圏 
病院名 電話番号 住 所 

県  央 県立がんセンター 

（都道府県拠点病院） 

048-722-1111 伊奈町小室780 

さいたま さいたま赤十字病院 048-852-1111 さいたま市中央区新都心1-5 

さいたま市立病院 048-873-4111 さいたま市緑区三室2460 

自治医科大学附属さいたま医療センター 048-647-2111 さいたま市大宮区天沼町1-847 

南  部 川口市立医療センター 048-287-2525 川口市西新井宿180 

済生会川口総合病院 048-253-1551 川口市西川口5-11-5 

戸田中央総合病院 048-442-1111 戸田市本町1-19-3 

南 西 部 国立病院機構埼玉病院 048-462-1101 和光市諏訪2-1 

川越比企 埼玉医科大学総合医療センター 049-228-3400 川越市鴨田1981 

西  部 埼玉医科大学国際医療センター 

（高度型） 

042-984-4111 日高市山根1397-1 

北  部 深谷赤十字病院 048-571-1511 深谷市上柴町西5-8-1 

東  部 春日部市立医療センター 048-735-1261 春日部市中央6-7-1 

獨協医科大学埼玉医療センター 048-965-1111 越谷市南越谷2-1-50 

 

■埼玉県がん診療指定病院（１３）                  （平成30年1月１日現在） 

二次保健 

医療圏 
病院名 電話番号 住 所 

県  央 上尾中央総合病院 048-722-1111 上尾市柏座1-10-10 

さいたま 埼玉メディカルセンター 048-832-4951 さいたま市浦和区北浦和4-9-3 

彩の国東大宮メディカルセンター 048-665-6111 さいたま市北区土呂町1522 

さいたま市民医療センター 048-626-0011 さいたま市西区島根299-1 

南  部 埼玉協同病院 048-296-4771 川口市木曽呂1317 

南 西 部 ＴＭＧあさか医療センター 048-466-2055 朝霞市溝沼1340-1 

川越比企 小川赤十字病院 0493-72-2333 小川町小川1525 

西  部 埼玉石心会病院 04-2953-6611 狭山市入間川2-37-20 

防衛医科大学校病院 04-2995-1511 所沢市並木3-2 

東  部 秀和総合病院 048-737-2121 春日部市谷原新田1200 

越谷市立病院 048-965-2221 越谷市東越谷10-47-1 

利  根 行田総合病院 048-552-1111 行田市持田376 

新久喜総合病院 0480-26-0033 久喜市上早見418-1 

 

■小児がん拠点病院                        （平成28年12月27日現在） 

二次保健 

医療圏 
病院名 電話番号 住 所 

さいたま 県立小児医療センター 048-601-2200 さいたま市中央区新都心1-2 



- 28 - 

 

 

■がん診療連携拠点病院等の指定状況 （平成３１年４月１日現在） 

 
 

 

■保健所                              （平成30年4月1日現在） 

名 称 電話番号 FAX番号 住 所 

南部保健所 048-262-6111 048-261-0711 川口市前川1-11-1 

朝霞保健所 048-461-0468 048-460-2698 朝霞市青葉台1-10-5 

春日部保健所 048-737-2133 048-736-4562 春日部市大沼1-76 

草加保健所 048-925-1551 048-925-1554 草加市西町425-2 

鴻巣保健所 048-541-0249 048-541-5020 鴻巣市東4-5-10 

東松山保健所 0493-22-0280 0493-22-4251 東松山市若松町2-6-45 

坂戸保健所 049-283-7815 049-284-2268 坂戸市石井2327-1 

狭山保健所 04-2954-6212 04-2954-7535 狭山市稲荷山2-16-1 

加須保健所 0480-61-1216 0480-62-2936 加須市南町5-15 

幸手保健所 0480-42-1101 0480-43-5158 幸手市中1-16-4 

熊谷保健所 048-523-2811 048-523-4486 熊谷市末広3-9-1 

本庄保健所 0495-22-6481 0495-22-6484 本庄市前原1-8-12 

秩父保健所 0494-22-3824 0494-22-2798 秩父市桜木町8-18 

さいたま市保健所 048-840-2205 048-840-2228 さいたま市中央区鈴谷7-5-12 

川越市保健所 049-227-5101 049-224-2261 川越市小ヶ谷817-1 

越谷市保健所 048-973-7530 048-973-7534 越谷市東越谷10-81 

川口市保健所 048-266-5557   048-423-8852 川口市前川1-11-1 

新久喜総合病院 
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■福祉事務所                          （平成27年4月1日現在） 

名 称 電話番号 FAX番号 住 所 

東部中央福祉事務所 048-737-2132 048-734-1121 春日部市大沼1-76 

西部福祉事務所 049-283-6780 049-283-7891 坂戸市石井2327-1 

北部福祉事務所 0495-22-0101 0495-22-2396 本庄市前原1-8-12 

秩父福祉事務所 0494-22-6228 0494-23-7813 秩父市桜木町8-18 

 

■年金事務所                            （平成27年4月1日現在） 

名 称 電話番号 住 所 

浦和年金事務所 048-831-1638 さいたま市浦和区北浦和5-5-1 

大宮年金事務所 048-652-3399 さいたま市北区宮原町4-19-9 

春日部年金事務所 048-737-7112 春日部市中央1-52-1春日部セントラルビル内 

川越年金事務所 049-242-2657 川越市脇田本町15-13東上パールビル内 

熊谷年金事務所 048-522-5012 熊谷市桜木町1-93 

越谷年金事務所 048-960-1190 越谷市弥生町16-1越谷ツインシティＢシティ内 

秩父年金事務所 0494-27-6560 秩父市上野町13-28 

所沢年金事務所 04-2998-0170 所沢市上安松1152-1 

 

■協会けんぽ                          （平成30年4月1日現在） 

名 称 電話番号 住 所 

全国健康保険協会 

埼玉県支部 

048-658-5919 さいたま市大宮区錦町６８２－２   

大宮情報文化センター内 

 

■税務署                            （平成30年4月1日現在） 

名 称 電話番号 住 所 

上尾税務署 048-770-1800 上尾市大字西門前577 

朝霞税務署 048-467-2211 朝霞市本町1-1-46 

浦和税務署 048-600-5400 さいたま市中央区新都心1番地1 

大宮税務署 048-641-4945 さいたま市大宮区土手町3-184 

春日部税務署 048-733-2111 春日部市大沼2-12-1 

川口税務署 048-252-5141 川口市青木2-2-17 

川越税務署 049-235-9411 川越市大字並木452-1 

行田税務署 048-556-2121 行田市栄町17-15 

熊谷税務署 048-521-2905 熊谷市仲町41 

越谷税務署 048-965-8111 越谷市赤山町5-7-47 

秩父税務署 0494-22-4433 秩父市日野田町1-2-41 

所沢税務署 04-2993-9111 所沢市並木1-7 

西川口税務署 048-253-4061 川口市西川口4-6-18 

東松山税務署 0493-22-0990 東松山市箭弓町1-8-14 

本庄税務署 0495-22-2111 本庄市駅南2-25-16 
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■市町村                            （平成30年4月1日現在） 

名 称 電話番号 住 所 

さいたま市 048-829-1111 さいたま市浦和区常盤6-4-4 

西区 048-622-1111 さいたま市西区西大宮3-4-2 

北区 048-653-1111 さいたま市北区宮原町1-852-1 

大宮区 048-657-0111 さいたま市大宮区大門町3-1 

見沼区 048-687-1111 さいたま市見沼区堀崎町 12-36 

中央区 048-856-1111 さいたま市中央区下落合 5-7-10 

桜区 048-858-1111 さいたま市桜区道場 4-3-1 

浦和区 048-825-1111 さいたま市浦和区常盤 6-4-4 

南区 048-838-1111 さいたま市南区別所 7-20-1 

緑区 048-874-1111 さいたま市緑区中尾 975-1 

岩槻区 048-790-0111 さいたま市岩槻区本町 3-2-5 

川越市 049-224-8811 川越市元町1-3-1 

熊谷市 048-524-1111 熊谷市宮町2-47-1 

川口市 048-258-1110 川口市青木2-1-1 

行田市 048-556-1111 行田市本丸2-5 

秩父市 0494-22-2211 秩父市熊木町8-15 

所沢市 04-2998-1111 所沢市並木1-1-1 

飯能市 042-973-2111 飯能市大字双柳1-1 

加須市 0480-62-1111 加須市下三俣2-1-1 

本庄市 0495-25-1111 本庄市本庄3-5-3 

東松山市 0493-23-2221 東松山市松葉町1-1-58 

春日部市 048-736-1111 春日部市中央6-2 

狭山市 04-2953-1111 狭山市入間川1-23-5 

羽生市 048-561-1121 羽生市東6-15 

鴻巣市 048-541-1321 鴻巣市中央1-1 

深谷市 048-571-1211 深谷市仲町11-1 

上尾市 048-775-5111 上尾市本町1-1-1 

草加市 048-922-0151 草加市高砂1-1-1 

越谷市 048-964-2111 越谷市越ヶ谷4-2-1 

蕨市 048-432-3200 蕨市中央5-14-15 

戸田市 048-441-1800 戸田市上戸田1-18-1 

入間市 04-2964-1111 入間市豊岡1-16-1 

朝霞市 048-463-1111 朝霞市本町1-1-1 

志木市 048-473-1111 志木市中宗岡1-1-1 

和光市 048-464-1111 和光市広沢1-5 

新座市 048-477-1111 新座市野火止1-1-1 

桶川市 048-786-3211 桶川市泉1-3-28 

久喜市 0480-22-1111 久喜市下早見85-3 

北本市 048-591-1111 北本市本町1-111 

八潮市 048-996-1111 八潮市中央1-2-1 
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■市町村 

名 称 電話番号 住 所 

富士見市 049-251-2711 富士見市大字鶴見1800-1 

三郷市 048-953-1111 三郷市花和田648-1 

蓮田市 048-768-3111 蓮田市大字黒浜2799-1 

坂戸市 049-283-1331 坂戸市千代田1-1-1 

幸手市 0480-43-1111 幸手市東 4-6-8 

鶴ヶ島市 049-271-1111 鶴ヶ島市大字三ツ木 16-1 

日高市 042-989-2111 日高市大字南平沢 1020 

吉川市 048-982-5111 吉川市きよみ野 1-1 

ふじみ野市 049-261-2611 ふじみ野市福岡 1-1-1 

白岡市 0480-92-1111 白岡市千駄野 432 

伊奈町 048-721-2111 伊奈町大字小室 9493 

三芳町 049-258-0019 三芳町大字藤久保1100-1 

毛呂山町 049-295-2112 毛呂山町中央2-1 

越生町 049-292-3121 越生町大字越生900-2 

滑川町 0493-56-2211 滑川町大字福田750-1 

嵐山町 0493-62-2150 嵐山町大字杉山1030-1 

小川町 0493-72-1221 小川町大字大塚55 

川島町 049-297-1811 川島町大字下八ツ林870-1 

吉見町 0493-54-1511 吉見町大字下細谷411 

鳩山町 049-296-1211 鳩山町大字大豆戸184-16 

ときがわ町 0493-65-1521 ときがわ町大字玉川2490 

横瀬町 0494-25-0111 横瀬町大字横瀬4545 

皆野町 0494-62-1230 皆野町大字皆野1420-1 

長瀞町 0494-66-3111 長瀞町大字本野上1035-1 

小鹿野町 0494-75-1221 小鹿野町小鹿野89 

東秩父村 0493-82-1211 東秩父村大字御堂634 

美里町 0495-76-1111 美里町大字木部323-1 

神川町 0495-77-2111 神川町大字植竹909 

上里町 0495-35-1221 上里町大字七本木5518 

寄居町 048-581-2121 寄居町大字寄居1180-1 

宮代町 0480-34-1111 宮代町笠原1-4-1 

杉戸町 0480-33-1111 杉戸町清地2-9-29 

松伏町 048-991-2711 松伏町大字松伏2424 
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■市町村社会福祉協議会                     （平成30年4月1日現在） 

名 称 電話番号 住 所 

さいたま市社会福祉協議会西区事務所 048-622-3333 さいたま市西区指扇3743西区役所内2F 

さいたま市社会福祉協議会北区事務所 048-653-1177 さいたま市北区宮原町1-852-1北区役所内1F 

さいたま市社会福祉協議会大宮区事務所  048-646-4441 さいたま市大宮区大門町3-1大宮区役所東館 

さいたま市社会福祉協議会見沼区事務所  048-684-3322 さいたま市見沼区堀崎町12-36見沼区役所1F 

さいたま市社会福祉協議会中央区事務所  048-854-3724 さいたま市中央区下落合 5-7-10中央区役所 4F  

さいたま市社会福祉協議会桜区事務所 048-852-1611 さいたま市桜区道場 4-3-1 桜区役所内 2F 

さいたま市社会福祉協議会浦和区事務所  048-834-3131 さいたま市浦和区常盤 6-4-18 浦和区役所保健ｾﾝﾀｰ 1F  

さいたま市社会福祉協議会南区事務所 048-838-1818 さいたま市南区別所 7-20-1サウスピア 5F 

さいたま市社会福祉協議会緑区事務所 048-874-0022 さいたま市緑区中尾 975-1 緑区役所内 3F 

さいたま市社会福祉協議会岩槻区事務所  048-757-9291 さいたま市岩槻区本町3-2-5ワッツ東館3F 

川越市社会福祉協議会 049-225-5703 川越市小仙波町2-50-2 

熊谷市社会福祉協議会 048-588-2345 熊谷市弥藤吾2450 

川口市社会福祉協議会 048-252-1294 川口市青木3-3-1青木会館内 

行田市社会福祉協議会 048-557-5400 行田市大字酒巻1737-1 行田市総合福祉会館内 

秩父市社会福祉協議会 0494-22-1514 秩父市野坂町1-13-14 

所沢市社会福祉協議会 04-2926-8202 所沢市泉町1861-1 

飯能市社会福祉協議会 042-973-0022 飯能市大字双柳371-13 

加須市社会福祉協議会 0480-62-6451 加須市三俣1-10-4 

本庄市社会福祉協議会 0495-24-2755 本庄市銀座1-1-1市民活動交流センター内 

東松山市社会福祉協議会 0493-23-1251 東松山市松本町1-7-8 

春日部市社会福祉協議会 048-762-1081 春日部市中央2-24-1 

狭山市社会福祉協議会 04-2954-0294 狭山市入間川2-4-13 

羽生市社会福祉協議会 048-561-1121 羽生市東6-15羽生市役所内 

鴻巣市社会福祉協議会 048-597-2100 鴻巣市箕田4211番地1鴻巣市総合福祉ｾﾝﾀｰ内 

深谷市社会福祉協議会 048-573-6563 深谷市本住町12-8 

上尾市社会福祉協議会 048-773-7155 上尾市平塚724 

草加市社会福祉協議会 048-932-6770 草加市松江1-1-32 

越谷市社会福祉協議会 048-966-3411 越谷市越ヶ谷四丁目1番1号 中央市民会館2階 

蕨市社会福祉協議会 048-443-6051 蕨市錦町3-3-27 

戸田市社会福祉協議会 048-442-0309 戸田市大字上戸田5-6 

入間市社会福祉協議会 04-2963-1014 入間市豊岡4-2-2 

朝霞市社会福祉協議会 048-486-2479 朝霞市大字浜崎51-1 

志木市社会福祉協議会 048-474-6508 志木市上宗岡1-5-1志木市総合福祉センター内 

和光市社会福祉協議会 048-452-7111 和光市南1-23-1 総合福祉会館内 

新座市社会福祉協議会 048-480-5705 新座市野火止1-9-54  新座市役所第三庁舎内 

桶川市社会福祉協議会 048-728-2221 桶川市末広2-8-8 

 



- 33 - 

 

 

■市町村社会福祉協議会 

名 称 電話番号 住 所 

久喜市社会福祉協議会 0480-23-2526 久喜市青毛753-1  ふれあいセンター久喜内 

北本市社会福祉協議会 048-593-2961 北本市高尾1-180 

八潮市社会福祉協議会 048-995-3636 八潮市鶴ヶ曽根414-1八潮市身体障害者福祉センター内  

富士見市社会福祉協議会 049-254-0747 富士見市鶴馬1932-7 

ふじみ野市社会福祉協議会 049-264-7212 ふじみ野市福岡 1-1-1 

三郷市社会福祉協議会 048-953-4191 三郷市花和田 638-1 

蓮田市社会福祉協議会 048-769-7111 蓮田市関山 4-5-6 

坂戸市社会福祉協議会 049-283-1597 坂戸市大字石井 2327-6 

幸手市社会福祉協議会 0480-43-3277 幸手市大字天神島 1030-1 

鶴ヶ島市社会福祉協議会 049-271-6011 鶴ヶ島市大字三ﾂ木 16-1 

日高市社会福祉協議会 042-985-9100 日高市大字楡木 201 

吉川市社会福祉協議会 048-981-8750 吉川市吉川2-1-1 

白岡市社会福祉協議会 0480-92-1746 白岡市千駄野445 

伊奈町社会福祉協議会 048-722-9990 伊奈町小室5049-1伊奈町ふれあい福祉ｾﾝﾀｰ内 

三芳町社会福祉協議会 049-258-0122 三芳町藤久保185-4三芳町役場1階 

毛呂山町社会福祉協議会 049-295-3111 毛呂山町岩井西5-16-1 

越生町社会福祉協議会 049-292-2977 越生町黒岩259-1 

鳩山町社会福祉協議会 049-296-5296 鳩山町大豆戸183-5 

滑川町社会福祉協議会 0493-56-6345 滑川町羽尾2440-1滑川町コミュニテｾﾝﾀｰ内 

嵐山町社会福祉協議会 0493-62-0722 嵐山町大字菅谷487-1 

小川町社会福祉協議会 0493-74-3461 小川町大字腰越618 

ときがわ町社会福祉協議会 0493-65ｰ1536 ときがわ町大字桃木32 

川島町社会福祉協議会 049-297-7111 川島町曲師402-1 

吉見町社会福祉協議会 0493-54-5228 吉見町下細谷1216-1吉見町福祉会館内 

東秩父村社会福祉協議会 0493-82-1238 東秩父村御堂634 

横瀬町社会福祉協議会 0494-22-7380 横瀬町大字横瀬1240 

皆野町社会福祉協議会 0494-62-4615 皆野町大字大渕103-1 

長瀞町社会福祉協議会 0494-66-1139 長瀞町大字本野上1021長瀞町保健センター2F 

小鹿野町社会福祉協議会 0494-75-4181 小鹿野町小鹿野300 

美里町社会福祉協議会 0495-76-3601 美里町木部538-5 

神川町社会福祉協議会 0495-74-1188 神川町大字関口90 

上里町社会福祉協議会 0495-33-4232 上里町大字七本木5591 

寄居町社会福祉協議会 048-581-8523 寄居町大字保田原301 

宮代町社会福祉協議会 0480-32-8199 宮代町中央3-6-11 

杉戸町社会福祉協議会 0480-32-7402 杉戸町堤根4742-1 

松伏町社会福祉協議会 048-991-2700 松伏町松伏2209-1 
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■訪問看護ステーション                     （平成30年11月1日現在） 

名 称 電話番号 住 所 

大宮西訪問看護ステーションくるみ 048-625-0008 さいたま市西区西遊馬1259－2 

西大宮訪問看護ステーション 048-621-3322 さいたま市西区西大宮3-3 

ニーズ訪問看護リハビリステーション 西大宮 048-627-7440 さいたま市西区三橋6－1617－1ﾎﾞﾇｰﾙ21 2階201号室 

さいたま市社協訪問看護ステーションおおみや  048-782-6648 さいたま市北区日進町2-1864-10 

さいたま北部医療センター附属訪問看護ステーション 048-665-0820 さいたま市北区盆栽町453 

コンパス訪問看護リハビリステーション 048-729-6388 さいたま市北区植竹町1-670 

コスモ訪問看護リハビリステーション さいたま北  048-668-3000 さいたま市北区宮原町2-129-25 

訪問看護あさひ土呂 048-780-2475 さいたま市北区土呂町2-16-11-102 

訪問看護ステーションりすたーと 048-782-9835 さいたま市北区東大成町1-353-3 

訪問看護ふくしのまち大宮 048-662-4300 さいたま市北区櫛引町2-271-1川善ビル2-A  

訪問看護リハビリステーション りくらす  048-877-5755 さいたま市北区日進町1－508－9ｻﾝｼｬｲﾝｼﾃｨ-101号  

ラウンド＆ケア訪問看護ステーション中央  050-6865-7203 さいたま市北区東大成町2-85岸ﾋﾞﾙ101 

あゆみ訪問看護ステーション大宮北 048-662-7311 さいたま市北区本郷町157番地1 ｲﾀﾆﾃｨ壱番館104号  

医療法人明浩会 訪問看護ステーションタッチ  048-646-4701 さいたま市大宮区三橋1丁目1182番地 

訪問看護ステーションおおや 048-641-1821 さいたま市大宮区堀の内町2-238-2 

ウイズネット訪問看護ステーションさいたま 048-631-1055 さいたま市大宮区三橋2－794－2 

訪問看護ステーション デューン大宮 048-871-7747 さいたま市大宮区大成町1-189-1 ADO大成ﾋﾞﾙ201号  

ケアーズ訪問看護リハビリステーション大宮大成  048-782-4188 さいたま市大宮区大成町1丁目481浅見ﾋﾞﾙ201号室  

訪問看護 かえりえ 大宮 048-612-5276 さいたま市中央区本町東2-2-42階 

ひさご訪問看護リハビリステーション 048-782-8826 さいたま市大宮区浅間町1-85-5 

愛ステップ大宮訪問看護ステーション 048-783-4673 さいたま市大宮区桜木町四丁目708渋谷ﾋﾞﾙ2階  

訪問看護ステーション デューン大宮東 048-657-8181 さいたま市大宮区大門町1-63 栗橋ﾋﾞﾙ5FB  

東大宮訪問看護ステーション 048-688-8388 さいたま市見沼区東大宮5－18－10 

大宮共立病院訪問看護ステーション 048-686-8036 さいたま市見沼区片柳1550 

医療法人社団医凰会訪問看護ステーションまごころ 048-687-7796 さいたま市見沼区風渡野261－1 

みぬま訪問看護ステーション 048-682-2280 さいたま市見沼区中川907 

あしすと訪問看護リハビリステーション 048-884-8501 さいたま市見沼区深作1-19-1 

たんぽぽ訪問看護ステーション 048-812-5984 さいたま市見沼区大和田町2-401-6 

つばさ訪問看護ステーション 048-681-6760 さいたま市見沼区東門前43-1 

メディナス訪問看護ステーション東大宮 048-652-8120 さいたま市見沼区東大宮2-49-7WOODY VILLAGE 201 

訪問看護 かえりえ 東大宮 048-660-3763 さいたま市見沼区東大宮2-6-9 

ビッグスマイル訪問看護ステーション 048-681-0515 さいたま市見沼区深作2-18-17 

あい訪問看護リハビリステーション東大宮  048-884-8742 さいたま市見沼区東大宮7－17－37ｸﾞﾗﾝﾄﾞｼﾞｭﾈｽ102 

あおぞら訪問看護ステーション大宮南中野  048-682-8020 さいたま市見沼区南中野429－1 

ケアーズ訪問看護リハビリステーション大和田  048-797-9723 さいたま市見沼区大和田町2-1656ｷｬｯｽﾙ島村101  

ブライトライフ訪問看護 おおみや 048-812-5245 さいたま市見沼区南中野681-2-102 

与野訪問看護ステーション 048-822-1700 さいたま市中央区新中里3-3-8 

セコムさいたま訪問看護ステーション 048-831-5374 さいたま市中央区下落合3-8-9ｾｺﾑ与野ﾋﾞﾙ4階 

埼玉精神神経センター訪問看護ステーション 048-857-6829 さいたま市中央区本町東6-11-7 

訪問看護ステーション あかり  048-799-2160 さいたま市中央区鈴谷3-11-21ﾍﾞﾙﾊﾞﾚｰ101  
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■訪問看護ステーション 

名 称 電話番号 住 所 

トラストケアリハビリ訪問看護ステーション 048-859-3700 さいたま市中央区鈴谷8-8-31-108 

アトリオ訪問看護ステーション 048-762-3623 さいたま市中央区上峰4-8-18 

訪問看護リハビリステーション ゆめみらい  048-762-9023 さいたま市中央区鈴谷7-10-25ｱｽﾃﾘｽｸｴｱC号  

医療法人聖仁会 訪問看護ステーションさくら  048-840-3630 さいたま市桜区大字上大久保830-1 西部在宅ｹｱｾﾝﾀｰ1F  

スター訪問看護ステーション 048-865-1766 さいたま市桜区田島4-41-8 

訪問看護ステーション埼玉ライフ 048-866-7200 さいたま市桜区田島4-9-8 

パートナー訪問看護ステーション 048-833-6270 さいたま市浦和区針ケ谷2-14-3かさい医院内 

医療生協ケアステーションうらしん 048-832-1011 さいたま市浦和区北浦和1-8-12河野ﾋﾞﾙ4階  

アズミメディケアセンター浦和訪問看護ステーションあづみ  048-833-6650 さいたま市浦和区岸町7-1-4  荏原実業浦和ﾋﾞﾙ  

訪問看護ステーションあんず 048-834-6114 さいたま市浦和区上木崎4-8-15 

ケアメイト訪問看護ステーション 048-866-7351 さいたま市南区別所6-18-8 

はみんぐ訪問看護ステーション 048-845-7311 さいたま市南区鹿手袋3-26-8-101 

みのり訪問看護ステーション 048-813-6535 さいたま市南区大谷口5685 101～103 

医療法人 有隣会 ありあけ訪問看護ステーション 048-813-5831 さいたま市南区太田窪1977-1 

ケアサービス きりん 048-762-6772 さいたま市南区文蔵4-5-6 

訪問看護ステーションなごみ 048-762-7887 さいたま市南区神明1-10-1 ｸｵﾚ神明1階1号 

訪問看護ステーション ぽけっと 048-837-3593 さいたま市南区白幡5-12-25 ｺｱﾛｰﾄﾞ武蔵浦和102  

訪問看護ステーションアンビス 南浦和  048-822-1221 さいたま市南区南本町2-11-14 

夢源訪問看護リハビリステーション 048-799-2471 さいたま市南区南浦和2-7-17佐藤ﾋﾞﾙ2階 

訪問看護ステーション デューン武蔵浦和 048-864-0620 さいたま市南区別所一丁目12番18号02河野ﾋﾞﾙ4階  

きらり訪問看護ステーション 048-762-7539 さいたま市南区大字大谷口5375 

彩花の里 訪問看護事業所 048-711-2550 さいたま市南区辻3-3-15 彩花の里内 

彩の風訪問看護ステーション 048-767-4630 さいたま市南区鹿手袋1-32-4ｱｽﾞｻﾊｲﾂ2Ｆ 

ほまれ訪問看護ステーション 050-1281-9214 さいたま市南区辻1-2-12ｾﾚｽｺｰﾎﾟ301 

訪問看護リハビリステーションあおぞら  048-811-2103 さいたま市南区大谷口5702 

星風会訪問看護ステーション南浦和 048-749-1347 さいたま市南区辻7-5-25 

浦和東訪問看護ステーション 048-885-7941 さいたま市緑区原山4-21-17 

れんけい訪問看護ステーション 048-875-7898 さいたま市緑区松木3-16-6 2Ｆ 

訪問看護ステーションすずらん 048-799-2090 さいたま市緑区三室686-1ｻﾝﾊｲﾂNT105 

だいそう訪問看護リハビリステーション東浦和  048-711-5828 さいたま市緑区東浦和4-1-17東宏ﾋﾞﾙ5-2F  

訪問看護ステーションアンビス 浦和美園 048-878-0187 さいたま市緑区大門1711-1 

訪問看護ステーションふぁん 048-789-6712 さいたま市緑区東浦和5-18-22 

訪問看護ステーション コルサ 048-874-1850 さいたま市緑区大間木202-29 

コスモス訪問看護リハビリステーション浦和 048-799-2552 さいたま市緑区山崎1-10-20 

訪問看護ステーションいわつき 048-757-7191 さいたま市岩槻区本町2-7-2 

訪問看護ステーション ひびき 048-790-5580 さいたま市岩槻区本町4-2-7  

七葉訪問看護ステーション 048-876-8537 さいたま市岩槻区大字徳力456-1 

川越市医師会訪問看護ステーション 049-226-5285 川越市小仙波町2-53-1 

医療法人真正会訪問看護ステーションスマイル  049-233-2525 川越市安比奈新田259-2 

訪問看護ステーションみずほ 049-241-5562 川越市中台元町1-16-42 

埼玉医科大学総合医療センター訪問看護ステーション  049-228-3711 川越市鴨田１９８１ 
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■訪問看護ステーション 

名 称 電話番号 住 所 

医療法人豊仁会三井ホームナーシングステーション  049-229-5011 川越市連雀町19-3 

訪問看護ステーション デューン川越 049-293-9957 川越市脇田本町11-27地研ﾋﾞﾙ2階 

カナオ訪問看護リハビリステーション 049-230-3939 川越市藤木町30-1大河内ビル2階 

訪問看護ふくしのまち川越 049-228-7811 川越市小仙波町3-6-8 

訪問看護ステーション 南古谷 049-235-7823 川越市久下戸110南古谷病院内 

訪問看護ステーション花みずき 049-222-2239 川越市小仙波町1-16―10 

訪問看護ステーション まほろば 049-227-6592 川越市小仙波町2-11 11階 

康正会 訪問看護ステーション 049-227-2700 川越市山田375-1康正会総合クリニック4F  

きらめき訪問看護リハビリステーション 049-223-3773 川越市富士見町31-9川越SEビル102号室 

訪問看護ステーション 彩 049-293-3071 川越市南大塚3-11-25第三太資ﾋﾞﾙ101 

ＲＯＯＴＳ訪問看護リハビリステーション  049-239-5525 川越市川鶴1-15-11 

小江戸リハビリ訪問看護ステーション 049-272-7405 川越市山田171-1 

訪問看護ステーション上野田町 049-257-5618 川越市上野田町34-22 

訪問看護ステーション膳 080-9298-2860 川越市笠幡34ｰ13ﾋﾟｰｸﾊｲﾑA107号 

アネシス訪問看護ステーション 049-233-0711 川越市霞ケ関北2-2-14 

医療法人社団哺育会 訪問看護ステーション和音  049-211-2100 川越市笠幡4588-4 

訪問看護ステーションあやめ川越 049-238-7647 川越市南台3-13-1秀和川越南大塚ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ103 

熊谷生協訪問看護ステーション 048-524-0030 熊谷市上之3851-1 

なでしこ訪問看護ステーション 048-531-4623 熊谷市美土里町2-７９-１ 

大慶堂訪問看護ステーション 048-577-3671 熊谷市新堀748-1 

訪問看護ステーション デューン熊谷 048-527-5004 熊谷市末広1-4-4 

リハビリ訪問看護 渓 048-578-8731 熊谷市広瀬390-6石井第2ﾋﾞﾙ2Ｆ 

訪問看護ステーション フェリーチェ 048-520-3911 熊谷市中西4-5-1 

ルーエ訪問看護ステーション 048-598-7341 熊谷市大麻生863-2 

つばさ訪問看護 048-538-3421 熊谷市樋春2069-40 

熊谷中央訪問看護リハビリステーション 048-577-7888 熊谷市肥塚3-6-30ｸﾘｽﾀﾙKUMAGAYA-A 103 

株式会社まごころの里ハートピア訪問看護ステーション 048-536-5511 熊谷市村岡307-1 

訪問看護ふくしのまち熊谷 048-520-2899 熊谷市肥塚641-1 

訪問看護ステーションあやめ熊谷 048-599-1050 熊谷市河原町1-40 

川口訪問看護ステーション 048-259-6714 川口市川口6-5-14川口市高齢者在宅ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ内 

訪問看護ステーション虹 048-296-5373 川口市木曽呂1347 

県南訪問看護ステーション 048-266-2020 川口市芝5-16-45 1F 

埼玉県済生会訪問看護ステーションきゅうぽら  048-258-5336 川口市西川口6-4-14 

ケアセンターかがやき（訪問看護） 048-252-1321 川口市中青木4-1-24 

訪問看護ステーションすこやか 048-267-8114 川口市芝中田2-32-15 

訪問看護ステーション しんあい 048-225-3883 川口市本町4-5-8-川口ハウス200号 

オレンジケア訪問看護ステーション 048-267-6111 川口市芝6826 

訪問看護ステーション  ひだまりの郷 048-240-1575 川口市上青木1-10-21 

益子老人保健施設訪問看護ステーション「さわやか」  048-288-5510 川口市新井宿802-5 

しらこばと 048-263-1776 川口市伊刈1059-3 

アトム訪問看護・リハビリステーション 048-446-9692 川口市江戸3-5-13 
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■訪問看護ステーション 

名 称 電話番号 住 所 

特定非営利活動法人えがお 訪問看護ステーション あい 048-287-3133 川口市東本郷965 

医療法人社団光恵会 芝西訪問看護ステーション  048-423-6183 川口市芝6224-1 

訪問看護ステーションけやき 048-299-6631 川口市大字赤山216-1-3号棟 

マナ 訪問看護ステーション 048-290-8994 川口市飯塚1-8-11 

西川口訪問看護リハビリステーション 048-430-7753 川口市西川口6-7-5神津ﾋﾞﾙ1階 

訪問看護ステーション結 048-452-8260 川口市並木3-9-6精光堂ﾋﾞﾙ2F 

訪問看護ステーションゆう 048-280-5056 川口市東本郷1-5-25 

医療法人髙仁会 訪問看護ステーションゆうあい  048-256-5512 川口市飯塚1-13-6岩田屋ﾋﾞﾙ1階 

訪問看護ステーション デューン川口 048-254-2727 川口市幸町2-7-18ﾌｫﾚｽﾄﾋﾞﾙ202号 

ましろ訪問看護リハビリステーション東川口 048-446-9826 川口市戸塚1-27-5ｻﾞﾙﾈｻﾝｽﾋﾙｽﾞⅡ-10A 

まちの保健室訪問看護ステーション 048-423-7755 川口市芝6990-82 

訪問看護ステーション ルピナス川口 048-290-8965 川口市西青木2-15-7めぐみの里106号 

指定訪問看護 アットリハ川口 048-287-8917 川口市南鳩ヶ谷1-22-1松本ビル1階 

訪問看護ステーション ハートケア 048-235-0914 川口市上青木西3-6-28木村貸事務所2F 

たまき訪問看護リハビリステーション 048-240-3677 川口市西青木3-10-7レスポワール小陽202  

訪問看護かえりえ川口 048-494-1183 川口市幸町2-2-16クレールマルシェ川口3階 

お結び訪問看護ステーション 048-234-4968 川口市戸塚6-10-17アウローラ参番館204号室 

鳩ヶ谷訪問看護ステーション 048-281-7102 川口市坂下町1-8-16 

ほほえみ訪問看護ステーション 048-288-7221 川口市里936-1-902 

行田訪問看護ステーション 048-598-5280 行田市富士見町2-16-16 大沢ｺｰﾎﾟ201号 

医療生協さいたま きょうりつ訪問看護ステーション  048-556-4612 行田市本丸18-3 

壮幸会行田訪問看護ステーション 048-552-0165 行田市持田字東谷393-3 

さくらケア訪問看護リハビリステーション  048-501-8277 行田市長野2-29-38 

アルファケア訪問看護リハビリステーション 048-577-3236 行田市門井町3-19-7 

あおきリハビリ訪問看護ステーション 048-579-5186 行田市城西2-6-6ｸﾚｽﾄ城西103号室 

公益社団法人埼玉県看護協会秩父訪問看護ステーション 0494-25-2282 秩父市近戸町9-9 

生協ちちぶケアステーション訪問看護 0494-22-9902 秩父市阿保町1-11 

訪問看護ステーション ほっと 0494-25-1501 秩父市下影森888-5 

訪問看護ステーションかけはし 0494-26-6661 秩父市中村町3-6―24 

訪問看護ステーションロイヤル 04-2947-0300 所沢市北野3-1-11 

所沢市医師会訪問看護ステーション 04-2991-1590 所沢市上安松1224-1 

医療生協さいたま所沢訪問看護ステーション 04-2924-1119 所沢市宮本町2-23-34 

訪問看護ステーション すずらん 04-2943-2253 所沢市中新井2-87-2 

訪問看護ステーション アリスの夢 04-2938-4110 所沢市小手指南4-13-4 

訪問看護リハビリステーション ケア・リンク  04-2903-8511 所沢市緑町2-14-1 YKS新所沢ﾋﾞﾙ206 

にこにこ訪問看護ステーション 04-2931-7234 所沢市東狭山ケ丘1-27-20ﾒﾃﾞｨｶﾙｳﾞｨﾚｯｼﾞｻﾙｰﾃ2号棟1階A  

社会医療法人至仁会 よしかわ訪問看護ステーション 歩 04-2946-8802 所沢市若狭3-2576-1 

訪問看護ステーションつくし野 04-2937-7278 所沢市上新井3-54-13 ｼﾞｭﾈｽｴｲﾄⅡ106号 

所沢リハビリテーション病院 訪問看護ステーション  04-2943-1771 所沢市中富1016番地 

福来 訪問看護ステーション 04-2924-2413 所沢市大字久米1978-1 

訪問看護ステーション ファインデイズ所沢 04-2968-8583 所沢市東狭山ケ丘2-295 9煉瓦館17 201号室 
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■訪問看護ステーション 

名 称 電話番号 住 所 

訪問看護ステーション トータルケア小手指 04-2941-6827 所沢市小手指町1-36-5 

訪問看護ステーション きゅあ ひがとこ  04-2951-8230 所沢市東所沢和田三丁目5-11ﾊﾝﾋﾞｰﾀｳﾝ302  

訪問看護ステーション シェアライフ 04-2937-3521 所沢市東所沢1-23-23 秀明ビル1階 

エース訪問看護ステーション新所沢 04-2925-2421 所沢市緑町3-14-4 

訪問看護ステーション デューン所沢 04-2937-3133 所沢市松葉町10-1野ロビルディング201号室  

訪問看護ステーション ひばり 04-2951-3667 所沢市東所沢1-11-6イーストハイツ102号室  

オレンジ訪問看護ステーション 04-2938-3700 所沢市若狭四丁目2468-15スカイハイツ101 

介護美人訪問看護リハビリステーション 04-2997-1717 所沢市弥生町2867-15 

新所沢清和病院 訪問看護ステーション 04-2943-1101 所沢市神米金141-3 

飯能市訪問看護ステーションほほえみ 0429-78-1922 飯能市虎秀25-1 

訪問看護ステーションはんのう 0429-83-8622 飯能市双柳150-23 

訪問看護ステーション小室 042-983-1020 飯能市八幡町2番3号小室ｸﾘﾆｯｸ2階 

訪問看護リハビリステーションたんぽぽ 042-971-3161 飯能市落合275-1 

北埼玉医師会 訪問看護ステーション 0480-62-7729 加須市馬内441 

ハーネスト訪問看護リハビリステーション加須 0480-38-6570 加須市諏訪2-3-1福田ﾋﾞﾙ1階B号室 

なかだ訪問看護ステーション 0480-53-4193 加須市元町7番29号 

訪問看護ステーション デューン加須 0480-62-5551 加須市大門町10番5号 

ロイヤル加須訪問看護ステーション 0480-48-6111 加須市中央1-7-57 

本庄訪問看護ステーション 0495-23-0283 本庄市北堀705-1 

本庄市児玉郡医師会立訪問看護ステーション 0495-23-2351 本庄市小島6-8-8 

訪問看護ステーション笑がお 0495-23-1725 本庄市四季の里3-6-18 

ベル訪問看護ステーション 0495-71-6063 本庄市児玉町八幡山2 93番地鈴木外科病院内 

訪問看護ステーション ゆうわ 0495-72-0321 本庄市児玉町宮内1383 

公益社団法人 東松山医師会訪問看護ステーション 0493-22-7214 東松山市神明町1-15-10 

訪問看護ステーションシャローム 0493-27-4105 東松山市松山1496 

訪問看護ステーション「成恵」 0493-23-8011 東松山市石橋1722-2 

総合福祉エリア訪問看護ステーション 0493-23-7671 東松山市松山2183番地 

訪問看護ステーション ハピネス スマイリー 0493-81-5770 東松山市神明町2-1-8 ﾌﾟﾗｻﾞ神明町1階101号室 

ケアーズ訪問看護リハビリステーション東松山 0493-81-6417 東松山市本町1-7-6 ﾘｿﾞﾝﾔﾏｲﾁ101 

訪問看護のゼロ 0493-27-0919 東松山市六軒町22-28 

訪問看護ステーション おおむらさき 0493-81-6821 東松山市上唐子1312-1 

春日部ロイヤル訪問看護ステーション 048-733-0633 春日部市藤塚2622-2 

医療法人光仁会訪問看護ステーションひまわり 048-761-8123 春日部市下蛭田125-1 春日部厚生ｸﾘﾆｯｸ内1階  

春日部訪問看護ステーションすみれ 048-737-2480 春日部市中央1-52-9 

一般社団法人春日部市医師会立訪問看護ステーション藤 048-731-2538 春日部市大枝89番地7街区4棟 

訪問看護ステーションはまさき 048-745-6111 春日部市備後西3-8-57 

医療生協ケアセンターひだまり 048-760-2630 春日部市浜川戸2-13-17 伏見屋第一ﾋﾞﾙ1階  

訪問看護ステーションさや 048-812-4068 春日部市内牧字四方谷5066番地1 

リハビリこんぱす訪問看護ステーション 048-637-4153 春日部市八丁目422-1 

咲くら訪問看護リハビリステーション 048-720-8556 春日部市大沼5丁目41-2 

訪問看護ステーションデューン春日部 048-761-8000 春日部市粕壁1丁目7番地11池田ﾋﾞﾙ3階 
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■訪問看護ステーション 

名 称 電話番号 住 所 

ＳＯＭＰＯケア 春日部武里 訪問看護 048-731-2900 春日部市大場1138-1高橋第三店舗１F 

在宅サポート21狭山訪問看護ステーション 04-2957-1212 狭山市水野36-3 

いきいき訪問看護ステーション鵜ノ木 04-2955-2060 狭山市入間川4-10-15 

狭山中央まごころ訪問看護ステーション 04-2957-4963 狭山市富士見2-19-38 梅本ﾋﾞﾙ2階Ｂ号室  

医療法人 入間川病院 入間川訪問看護ステーション  04-2959-0888 狭山市祇園18-39 

医療法人社団 清心会 至聖訪問看護ステーション 04-2952-1003 狭山市下奥富688 

狭山市医師会訪問看護ステーション 04-2956-8625 狭山市狭山台1-21 

あおぞら訪問看護ステーション狭山 04-2999-6622 狭山市富士見1-23-14 

訪問看護ステーションえみあす 04-2950-5100 狭山市富士見2-21―27 

訪問看護ステーションそよかぜ 04(2968)5500 狭山市大字水野1026番地8 

地域ケアステーション ゆずり葉 04-2946-8292 狭山市富士見2-13-7富士見Cube A棟 

マナ アロハ 042-937-3687 狭山市入間川3-16-21ﾀﾄﾖﾋﾞﾙ103号室 

羽生訪問看護ステーション 048-562-5031 羽生市大字下岩瀬446番地 

吹上訪問看護ステーション 048-547-2020 鴻巣市下忍4450 

鴻巣訪問看護ステーション 048-542-1121 鴻巣市中央2-1 

あかり訪問看護ステーション 048-543-0010 鴻巣市本町2-１-7  2階 

パンジーの里訪問看護リハビリステーション 048-501-6476 鴻巣市本町2-2-3 ﾌﾗｯﾄ九田102号 

深谷赤十字訪問看護ステーション 048-572-0115 深谷市上柴町西5-8-1 

ケアーズ訪問看護リハビリステーション深谷上野台 048-575-3885 深谷市上野台249-3 ｵﾘｼﾞﾝ102 

訪問看護ステーションみなみちゃんち 048-578-8371 深谷市宿根字小種窪1301番1 

訪問看護ステーション うちリハ 048-501-7776 深谷市原郷1925-3 

あねとす訪問看護ステーション 048-577-4311 深谷市人見1975番地 

深谷生協訪問看護ステーション 048-501-8170 深谷市東方町2-7-2 

訪問看護 勇気の花 048-577-3099 深谷市西島町2-1-3 深谷Ｓ.Ｋﾋﾞﾙ6階 

大慶堂訪問看護ステーション 048-577-3671 深谷市上柴町西1-1-20 

深谷なでしこ訪問看護ステーション 048-585-5993 深谷市岡3222-1 

訪問看護ステーションふれあいあげお 048-776-1530 上尾市仲町1-8-5 

上尾中央訪問看護ステーション 048-776-2922 上尾市柏座1-10-3-15-102号室･103号室 

訪問看護ステーションゆーらっぷ 048-772-5761 上尾市中妻1-12-8 北上尾ﾏﾝｼｮﾝA103 

あげお愛友の里・訪問看護ステーション 048-772-9651 上尾市西門前字南前727-3 

有限会社 訪問看護センターひかり 048-724-0307 上尾市原市1018-29 

医療生協さいたま  訪問看護ステーションかもがわ 048-778-5030 上尾市弁財1-6-1  第2ふじみﾊｲﾂ1階F号室 

西村ハート訪問看護ステーション 048-778-2526 上尾市宮本町3-2-202号 

エルサ上尾訪問看護ステーション 048-787-8689 上尾市藤波2-266-１ 

サイサン訪問看護ハートワン埼玉 048-771-3033 上尾市二ツ宮1104 

訪問看護ステーションつむぎ 048-778-9308 上尾市上1711-1 1-D 

ケアーズ訪問看護リハビリステーション上尾原市 048-796-8902 上尾市原市315-29Utopia-21 102号室 

ロイヤル上尾訪問看護ステーション 048-720-7800 上尾市五番町2-1 

訪問看護ステーション デューン上尾 048-777-1207 上尾市柏座1-12-20天沼ﾋﾞﾙ1階 

グランデ訪問看護リハビリステーション 048-788-3904 上尾市今泉332-4ルピナスⅤ 101 

ケアステーションかしの木 048-942-7533 草加市草加4-5-1 ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽﾐﾕｷ1階 
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■訪問看護ステーション 

名 称 電話番号 住 所 

医療法人社団協友会 訪問看護ステーションこころ 048-928-5225 草加市谷塚1-9-14 ｸﾞﾘｰﾝﾗｲﾌﾋﾞﾙ1階 

在宅リハビリテーションセンター草加 048-948-7376 草加市金明町604-1・2階 

訪問看護ステーション ゆりの木 草加 048-920-6161 草加市氷川町2149-3 1F 

医療法人親和会 訪問看護ステーション ホウエイ  048-948-6517 草加市谷塚町580-1ｴｽﾜﾝﾌﾟﾗｻﾞ201 

訪問看護ステーションあおぞら 048-934-5442 草加市北谷1-21-37北谷ﾒﾃﾞｨｶﾙﾋﾞﾚｯｼﾞ201 

訪問看護ステーション そうか 048-936-6484 草加市青柳8-32-3 

まるくり訪問看護ステーション 048-934-9222 草加市草加1-18-12  

草加八潮医師会訪問看護ステーション 048-922-0500 草加市中央1-5-22草加保健ｾﾝﾀｰ内1階 

やつかリハビリ訪問看護ステーション 048-951-1052 草加市谷塚町828-12-103 

訪問看護ステーションひまわり草加 048-951-2530 草加市高砂2-1-20ｽﾄｰｸ草加一番館1階 

訪問看護ステーション ツール 草加 048-954-5622 草加市青柳6-31-21FORTE 101号室 

一般社団法人越谷市医師会立訪問看護ステーション  048-967-0005 越谷市増林3-2-2 

医療法人秀峰会 越谷南部訪問看護ステーション好楽 048-985-3332 越谷市七左町4-154 

越谷ロイヤル訪問看護ステーション 048-964-5331 越谷市越ヶ谷1-11-33第1海野ﾋﾞﾙ201号室 

ましもり訪問看護ステーション 048-965-1770 越谷市増森254-3 

訪問看護ステーション敬愛 048-971-0788 越谷市平方340-7 

訪問看護ステーション デューン越谷 048-971-6713 越谷市越ヶ谷1-1-1柳沼ﾋﾞﾙ202号 

訪問看護リハビリステーション 縁 048-911-6085 越谷市東越谷2-17-6 

越谷訪問看護ステーション 048-940-7508 越谷市東越谷4-11-5 

コスモ訪問看護リハビリステーションレイクタウン  048-973-7492 越谷市ﾚｲｸﾀｳﾝ8-10 64階 

ソエル訪問看護リハビリステーション 048-960-5888 越谷市赤山町4-7-6 

訪問看護ステーション 夢 048-971-5877 越谷市東大沢1-41-1ｱｰﾊﾞﾝｴｽﾃｰﾄA 105号室 

アモール訪問看護リハビリステーション越谷 048-961-8902 越谷市蒲生寿町4ｰ18 関根ﾋﾞﾙ2階 

訪問看護ふくしのまち越谷 048-970-8499 越谷市千間台西5-14-4 

訪問看護 とまりや・ケアリンクステーション  048-963-1137 越谷市谷中町4-293-１ 

訪問看護ステーションひまわり越谷 048-961-8303 越谷市ﾚｲｸﾀｳﾝ8-11-1ﾚｲｸﾀｳﾝｵｰｸﾗﾋﾞﾙ401 

訪問看護ステーション アートナース 048-967-5721 越谷市赤山本町2-17ｸﾚｰﾙｿﾒﾔ102号室 

学研ココファン・ナーシング越谷 048-971-8374 越谷市南越谷5-13-1ﾊﾟﾙﾊｲﾂ201 

メディナス訪問看護ステーション北越谷 048-940-1948 越谷市大沢4-6-24三貴ﾋﾞﾙ１F 

わらびとだ訪問看護ステーション 048-434-8321 蕨市中央4-9-22 

蕨訪問看護ステーション 048-432-6921 蕨市錦町3-3-27 

彩 訪問看護リハビリステーション 048-242-3150 蕨市北町1-4-19ﾋﾞﾚｯﾀGA106 

山手訪問看護リハビリステーション わらび 048-287-8181 蕨市中央2-2-15蕨ｾﾝﾄﾗﾙﾊｲﾂ103 

訪問看護ステーション上戸田 048-447-3363 戸田市本町1-9-8 1F 

戸田市訪問看護ステーション 048-422-1700 戸田市美女木4-20-6 

訪問看護ステーション くつろぎの家 048-422-3760 戸田市美女木1-29-45 

なかじま訪問看護ステーション 048-434-9900 戸田市下戸田2-9-20 

一般社団法人えのもと訪問看護ステーション 048-430-2882 戸田市下前2-6-21 

訪問看護リハビリステーションゆめみらい戸田  048-446-7335 戸田市新曽1002ｳｵﾌﾞﾝﾏﾝｼｮﾝ102号室 

はらだ訪問看護ステーション 04-2966-5811 入間市豊岡1-5-23 

ハート訪問看護ステーション 04-2968-9831 入間市小谷田1262-１ 富士会館内 
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■訪問看護ステーション 

名 称 電話番号 住 所 

訪問看護ステーション 青い鳥 04-2934-3000 入間市大字二本木字下狭山88-5 

西武訪問看護事業所 04-2931-3770 入間市仏子954-11 

メリッサ訪問看護ステーション 04-2968-4942 入間市東町3-4-2ｲｰｽﾄﾊｲﾂ201 

訪問看護ステーション あい 04-2962-6006 入間市小谷田35-1ﾍﾞﾙｾｿﾞﾝB-102 

かえら訪問看護リハビリステーション 04-2941-6192 入間市扇町屋1-4-15 

Ｏｎｅ Ｓｔｅｐ 訪問看護リハビリステーション 04-2901-1088 入間市下藤沢456-1-103 

アイセイ訪問看護ステーション 04-2963-2634 入間市上藤沢287-7 

訪問看護ステーション たいよう 04-2968-5021 入間市野田1221-1ﾊｲﾂ粕谷101 

グレース訪問看護リハビリステーション 04-2001-1909 入間市南峯337-12 

訪問看護ステーション おはな 090-7245-9115 入間市東町4-3-6 

ラウンド＆ケア訪問看護ステーション西部 050-6865-7201 入間市上藤沢531-6石田事務所2階 

朝霞台中央訪問看護ステーション 048-423-6936 朝霞市東弁財1-5-8K・ｽﾃｰｼﾞ1001号 

あおき訪問看護ステーション 048-463-1920 朝霞市西弁財2-2-19-103 

あさか訪問看護ステーション 048-466-2208 朝霞市溝沼5-3-15 106号室 

くろめがわ訪問看護ステーション 048-423-5707 朝霞市東弁財3-18-13 ﾒｿﾞﾝｲｼﾀﾞ302号室 

訪問看護ステーション  ステップ 048-458-3854 朝霞市西弁財1-12-26ｶｻﾃﾞﾍﾞﾙﾃﾞ106号室 

ひざおり訪問看護ステーション 048-486-9674 朝霞市膝折町1-10-10朝霞ｼﾃｨﾊｲﾂ103 

エース訪問看護ステーション 朝霞 048-424-2612 朝霞市本町2-9-33 105 

さくら訪問看護ステーション 048-485-8910 朝霞市大字岡79-3 

ＴＭＧ宗岡訪問看護ステーション 048-471-7008 志木市上宗岡5-14-50 

和光福祉会訪問看護ステーション 048-468-1580 和光市丸山台2-6-20 1階 

日生訪問看護ステーション和光 048-423-0681 和光市新倉2-5-49 

訪問看護ステーション わこうの丘 048-423-0330 和光市下新倉3-6-96 

リーシェガーデン和光 訪問看護ステーション 048-485-9951 和光市丸山台2-11-1 

菅野病院 訪問看護ステーションおれんじ 048-423-6911 和光市本町28-3 

訪問看護ステーションつくし 048-487-2345 新座市東北2-29-35ﾜｲｽﾞﾌﾟﾙﾐｴ3階 

訪問看護ステーションみどり 048-482-7580 新座市堀ノ内2-9-31 

訪問看護ステーションあおば 048-481-1647 新座市石神1-4-9 

新座園訪問看護ステーション 048-477-9900 新座市野火止4-14-20 

訪問看護ステーション つぼみ 048-478-8034 新座市野火止4-1-23号ﾋﾞﾙ2階 

静風荘病院 訪問看護ステーション ひまわり 048-485-9490 新座市堀ノ内1-2-22 

ロイヤルレジデンス新座 048-489-1155 新座市野火止7-4-55 

「和」訪問看護ステーション 048-424-7531 新座市あたご3-8-16 

訪問看護ステーション オレンジ 048-487-7896 新座市北野1-2-22 

みなけあ新座 訪問看護ステーション 048-485-1203 新座市野火止6-6-12 

訪問看護ステーション みやび 048-789-3085 桶川市川田谷2881-3 

らいふ訪問看護リハビリステーション 048-782-6340 桶川市北2-2-22ﾊｲﾃﾞﾝｽ桶川Ⅱ106号室 

一般社団法人久喜市医師会訪問看護ステーションよろこび  0480-44-8714 久喜市本町5-3-19 

リハビリ看護センター フロンティア 0480-22-8139 久喜市栗原4-1-17 

訪問看護ステーション ハートステーション 080-1377-7586 久喜市北青柳1518-4 

よすが訪問看護ステーション 0480-22-7163 久喜市南2-7-14 
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■訪問看護ステーション 

名 称 電話番号 住 所 

済生会くりはし訪問看護ステーション 0480-53-6171 久喜市小右衛門714-6 

訪問看護ステーション 新久喜 0480-44-8304 久喜市上早見418-1 

わしのみや訪問看護ステーション 0480-59-6277 久喜市鷲宮6-24-18 

訪問看護ステーション コスモス 0480-57-1500 久喜市桜田2-1-2 

桶川北本伊奈地区医師会訪問看護ステーション 048-591-2380 北本市二ツ家3-183 

ゆうゆうケア 048-540-6755 北本市東間6-131 

訪問看護ステーション  きしょう 048-592-0223 北本市本宿3-19-9ｺｰﾎﾟｸﾘｴｲｼｮﾝ1Ｆ 

八潮中央訪問看護ステーション 048-998-9233 八潮市南川崎722-1 

あさひ訪問看護ステーション 048-948-7555 八潮市八潮4-8-４ﾎｰﾐｰﾌﾟﾚｲｽA-102号室 

なごみ訪問看護リハビリステーション 048-912-0276 八潮市大瀬1-5ｰ1 

訪問看護ステーションふじみ 049-251-6868 富士見市鶴馬3360-1 

富士見訪問看護ステーションほほえみ 049-293-9677 富士見市貝塚2-20-6 

訪問看護ステーション デューン富士見 049-293-8148 富士見市西みずほ台3-2-11 

あおい糸訪問看護ステーション 049-293-1910 富士見市羽沢2-5-48ｹｱﾒｿﾞﾝUD100号室 

かいしん会 訪問ナースステーション わたぼうし 049-264-1511 富士見市勝瀬739-1 

ライフケア訪問看護リハビリステーションふじみ 049-275-8888 富士見市東みずほ台2-5-6ﾏﾛﾝｽﾄﾘｰﾑⅡ105号室 

ふじさくら訪問看護ステーション 049-253-3811 富士見市水谷東1-28-1 

訪問看護ステーションえん 049-265-3211 富士見市西みずほ台1-4-8ﾘｭﾊﾞﾝﾄﾞｰﾙⅡ102号室  

医療法人財団健和会 みさと南訪問看護ステーション  048-956-8800 三郷市鷹野5-516-1 2階 

医療法人財団健和会 新みさと訪問看護ステーション  048-958-8866 三郷市采女1-76 2階 

訪問看護ステーション早稲田 048-950-5022 三郷市早稲田7-1-7 

三郷市医師会立訪問看護ステーション 0489-49-5511 三郷市谷口544 三郷市保健ｾﾝﾀｰ分室内 

有限会社 仁 048-950-2282 三郷市彦成2-336 

アカシア訪問看護ステーション 048-950-1250 三郷市早稲田3-27―9 A-102 

三愛会ロイヤル訪問看護ステーション 048-950-0017 三郷市彦成3-7-20 管理棟2階 

ＭＣ訪問看護ステーション 048-948-6653 三郷市彦川戸1-84-1 

ユアーズ訪問看護リハビリステーション三郷 048-951-2103 三郷市早稲田2-17-18ｼｬﾄｰﾋﾞﾙ302号室 

訪問リハビリ看護ステーション純誠会 048-950-2773 三郷市早稲田2-17-162F 

花あかり 048-764-6539 蓮田市江ケ崎1964-146 

訪問看護ステーションけあビジョン蓮田 048-764-3700 蓮田市東6-2-11 會田ﾋﾞﾙ2階 

コスモ訪問看護リハビリステーション 蓮田 048-768-1155 蓮田市東5-8-28 

よつば訪問看護リハビリステーション 048-796-5157 蓮田市馬込2163番地 

国立病院機構東埼玉病院 訪問看護ステーション雅楽谷の森  048-768-1161 蓮田市大字黒浜4147 

医療法人社団愛友会 訪問看護ステーションブルーベル 048-615-6155 蓮田市本町3番17号 

みじょか訪問看護ステーション 048-872-7100 蓮田市大字閏戸4026-42 

訪問看護ステーションさくら 049-284-8195 坂戸市末広町5-1 ｼｬﾝﾎﾞｰﾙﾋﾞﾙ103号 

坂戸鶴ヶ島医師会立訪問看護ステーションさつき  0492-88-3801 坂戸市石井2327-5 

訪問看護ステーションみのる 049-280-3881 坂戸市薬師町15-6 

北坂戸訪問看護ステーション 049-282-8850 坂戸市芦山町4-14ﾏﾝｼｮﾝ稲穂205号室 

ケアーズ訪問看護リハビリステーションさかど  049-277-4921 坂戸市本町13-33ｾﾝﾄﾗﾙﾋﾙｽﾞ107号室 

訪問看護ステーション デューン坂戸 049-237-7801 坂戸市南町3番1号長太郎坂戸駅前ﾋﾞﾙ3階 
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■訪問看護ステーション 

名 称 電話番号 住 所 

訪問看護ステーションあやめ坂戸 049-281-2570 坂戸市芦山町5-17NTﾋﾞﾙ102 

角栄訪問看護ステーション あかり 049-279-0038 坂戸市西坂戸4-23-1 

ＪＭＡ東埼玉訪問看護ステーション 0480-53-8471 幸手市吉野517-5 

鶴ヶ島訪問看護ステーション 049-271-5122 鶴ケ島市脚折1877 

関越訪問看護ステーションたんぽぽ 049-285-1715 鶴ケ島市脚折145-1 

鶴ヶ島訪問看護ステーションピアラボ 049-279-7878 鶴ヶ島市脚折町4-16-13ﾌﾗﾝ･ｸﾞﾗｰｽ101 

訪問看護ステーションハピネス 049-298-8791 鶴ヶ島市大字鶴ヶ丘81-8ﾙｯｸﾊｲﾂ鶴ヶ島3階  

カナオ訪問看護リハビリステーション鶴ヶ島 049-236-3992 鶴ヶ島市上広谷438-10 

あさひヶ丘訪問看護ステーション 042-989-7180 日高市森戸新田99-1 

すみれ訪問看護ステーション 042-978-7360 日高市下鹿山527番地 ｺﾏｶﾞﾜ･ﾌﾟﾗｻﾞ1階5号室 

武蔵台訪問看護ステーション 042-982-5550 日高市久保278-12 

ひだかＫ＆Ｆ訪問看護ステーション 042-984-3335 日高市高萩646-1 

訪問看護リハビリステーションパープル 042-978-9280 日高市高麗川2-2-10小岩井ﾋﾞﾙ1階 

吉川松伏医師会訪問看護ステーション 048-982-9155 吉川市平沼1235-1 3F 

訪問看護ステーション けあっぐ 048-99-6388 吉川市美南5-6 42階 

ラウンド＆ケア訪問看護ステーション東部 050-6865-7204 吉川市木売1-4-11宏次ﾋﾞﾙ5階A 

たんぽぽ訪問看護ステーション 049-278-2288 ふじみ野市亀久保1715-4 

一般社団法人東入間医師会訪問看護ステーション 049-278-5570 ふじみ野市駒林元町3-1-20 休日急患診療所内 

訪問看護ステーション福寿草 049-266-0485 ふじみ野市福岡新田北谷108-1 

富家在宅リハビリテーションケアセンター 049-293-8222 ふじみ野市亀久保1839-4富家在宅ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｹｱｾﾝﾀｰ2階  

生協ふじみ野ケアセンター 049-267-1104 ふじみ野市上福岡3-3-7 

訪問看護ステーションＬｅａｆ 049-265-4538 ふじみ野市亀久保2-4-6 ｺｰｳﾝﾋﾞﾙ202 

富家訪問看護ステーションふじみ野 049-293-8677 ふじみ野市苗間291-2 

ココタス リハビリ訪問看護ステーション 049-256-6760 ふじみ野市上福岡5-9-21ｺﾞｰﾙﾄﾞﾋﾙ1F 

訪問看護リハビリステーション あんど悠すまいる 049-293-3240 ふじみ野市上福岡3-11-2 

白岡訪問看護ステーション 0480-93-5054 白岡市小久喜913-1 

白岡整形外科 訪問看護ステーション 0480-93-5728 白岡市小久喜1067-2 

ウエルシア介護サービス訪問看護ステーション白岡 0480-90-5051 白岡市小久喜1413 

訪問看護リハビリステーションひまわり伊奈 048-723-6511 北足立郡伊奈町小室8117-1 

三芳ロイヤル訪問看護ステーション 049-274-3230 入間郡三芳町藤久保974-3 

埼玉医科大学訪問看護ステーション 049-276-1135 入間郡毛呂山町大字毛呂本郷1006番地 

医療法人 昭友会 訪問看護ステーション森林 0493-56-4876 比企郡滑川町大字羽尾495番地 

小川赤十字訪問看護ステーション 0493-72-6343 比企郡小川町小川1525 

訪問看護ステーション かたくり 0493-73-2308 比企郡小川町大字奈良梨601-4 

医療法人啓仁会 訪問看護ステーション 平成の森 049-297-8331 比企郡川島町畑中478-1 

ロイヤルレジデンス川島 049-299-0808 比企郡川島町大字伊草97-5 

彩西訪問看護ステーション 049-296-5605 比企郡鳩山町松ケ丘4-1-4 

訪問看護ステーションまほら秩父 0494-26-7182 秩父郡横瀬町大字横瀬5909-3 

なすはら医院訪問看護ステーション 0494-26-5038 秩父郡長瀞町本野上144-1 

小鹿野町訪問看護ステーション 0494-75-4110 秩父郡小鹿野町小鹿野300 

アイリス訪問看護 0495-77-4617 児玉郡神川町八日市752-34 
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■訪問看護ステーション 

名 称 電話番号 住 所 

訪問看護ステーションゆたか 0495-35-1556 児玉郡上里町七本木2955-2 

訪問看護ステーション てくてく 0495-35-1977 児玉郡上里町勅使河原1313ｰ7 

訪問看護ステーション虹彩 0495-71-9597 児玉郡上里町金久保777 

寄居訪問看護ステーションかけはし 048-580-0891 大里郡寄居町末野2109 

グループホームあかつき 048-581-4761 大里郡寄居町鉢形3179-2 

わたぼうし 0480-33-6200 南埼玉郡宮代町笠原2-5-23 

ケアウエスト訪問看護ステーション 0480-37-0911 南埼玉郡宮代町西粂原599-1 

はなみずき 訪問看護ステーション 0480-36-3050 北葛飾郡杉戸町高野台西1-16-11 

幸せの羽 訪問看護ステーション 0480-36-1511 北葛飾郡杉戸町清地1-10-7 

松伏町訪問リハビリ看護ステーション 048-971-8812 北葛飾郡松伏町田中2-25-11 
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■地域包括支援センター                   （平成30年10月1日現在） 

 

名 称 電話番号 住 所 

西区北部圏域地域包括支援センター 三恵苑 048-620-1312 さいたま市西区中釘 2162-4 星本ビル 1 階  

西区南部圏域地域包括支援センター くるみ 048-622-8103 さいたま市西区西遊馬 771-2 

北区北部圏域地域包括支援センター 緑水苑  048-662-7350 さいたま市北区吉野町 1-27-13 

北区東部圏域地域包括支援センター 諏訪の苑  048-662-7600 さいたま市北区本郷町 348-2 

北区西部圏域地域包括支援センター ゆめの園  048-653-0544 さいたま市北区日進町 2-813 

大宮区東部圏域地域包括支援センター 白菊苑  048-658-5588 さいたま市大宮区天沼町 1-154-1 

大宮区西部圏域地域包括支援センター 春陽苑  048-661-8611 さいたま市大宮区大成町 2-397-3 

見 沼 区 北 部 圏 域 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー さ い た ま や す ら ぎ の 里 048-680-3289 さいたま市見沼区卸町 2-21-1 

見沼区東部圏域地域包括支援センター 敬寿園七里ホーム 048-681-6614 さいたま市見沼区大谷 2022-1 

見沼区西部圏域地域包括支援センター 大和田  048-685-8791 さいたま市見沼区大和田町2-1387-1 

見沼区南部圏域地域包括支援センター 敬寿園 048-681-5151 さいたま市見沼区南中野 287 ソレイユ南中野 101 

中央区北部圏域地域包括支援センターナーシングヴィラ与野  048-859-5375 さいたま市中央区本町東 6-10-1 

中央区南部圏域地域包括支援センター きりしき  048-858-2121 さいたま市中央区新中里 2-8-6 

桜区北部圏域地域包括支援センター 彩寿苑  048-857-6517 さいたま市桜区宿 400 

桜区南部圏域地域包括支援センター ザイタック  048-836-3503 さいたま市桜区田島 5-25-8 U21 ビル 2階  

浦和区北部圏域地域包括支援センター かさい医院 048-823-3031 さいたま市浦和区針ヶ谷 3-13-18 

浦和区東部圏域地域包括支援センター スマイルハウス浦和 048-813-7710 さいたま市浦和区領家 4-13-3 

浦和区中部圏域地域包括支援センター ジェイコー埼玉  048-834-3782 さいたま市浦和区北浦和 5-2-7 

浦和区南部圏域地域包括支援センター 尚和園  048-813-8915 さいたま市浦和区東高砂町 5-8 浦和 A ビル 1 階 

南区東部圏域地域包括支援センター 社協みなみ  048-871-1230 さいたま市南区南浦和 3-46-10 ニチエイマンション 1 階 

南区中部圏域地域包括支援センター ハートランド浦和  048-836-2929 さいたま市南区鹿手袋 3-15-13 

南区西部圏域地域包括支援センター けやきホームズ 048-710-7555 さいたま市南区四谷 2－10－17  

緑区北部圏域地域包括支援センター リバティハウス  048-875-3111 さいたま市緑区松木 3-29-5 

緑区南部圏域地域包括支援センター 浦和しぶや苑 048-876-1770 さいたま市緑区中尾 925 

岩槻区北部圏域地域包括支援センター 松鶴園  048-795-2653 さいたま市岩槻区古ヶ場 11 

岩槻区中部圏域地域包括支援センター 社協岩槻  048-758-4395 さいたま市岩槻区本町 3-2-5 ワッツ東館 3 階  

岩槻区南部圏域地域包括支援センター 白鶴ホーム 048-790-3311 さいたま市岩槻区東岩槻 4-5-10 

川越市地域包括支援センター キングス・ガーデン 049-299-6760 川越市石原町 1-27-7 

川越市地域包括支援センター 小仙波 049-227-7878 川越市小仙波 947-1 

川越市地域包括支援センター 連雀町 049-229-5332 川越市連雀町 31-2 

川越市地域包括支援センター よしの 049-298-7807 川越市鴨田 3355-1 

川越市地域包括支援センター たかしな 049-291-6003 川越市砂新田 4-1-4 

川越市地域包括支援センター みずほ 049-241-3676 川越市中台元町 1-16-11 

川越市地域包括支援センター だいとう 049-249-7766 川越市南台 2-11-4 

川越市地域包括支援センター かすみ 049-234-8181 川越市かすみ野 2-1-14 

川越市地域包括支援センター みなみかぜ 049-239-0003 川越市吉田 204-2 

大里広域地域包括支援センター いこいの里  048-589-5110 熊谷市原井 155-2 

大里広域地域包括支援センター 玉の緒 048-525-5621 熊谷市大塚 179-2 

大里広域地域包括支援センター ぬくもり 048-529-2511 熊谷市石原 510 
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■地域包括支援センター 

名 称 電話番号 住 所 

大里広域地域包括支援センター はなぶさ苑  048-533-8833 熊谷市玉井 336-1 

大里広域地域包括支援センター 立正たちばな  048-537-1155 熊谷市万吉 1756-130 

大里広域地域包括支援センター 永寿苑 048-533-2022 熊谷市西別府 1599-5 

大里広域地域包括支援センター はなぶさ苑荒川  048-522-1577 熊谷市伊勢町 379-1 

大里広域地域包括支援センター クイーンズビラ  048-507-1515 熊谷市太井 1777-1 

川口市中央地域包括支援センター 048-258-1750 川口市幸町 1-5-17 川口みちのくビル 2階 

川口市横曽根地域包括支援センター 048-250-4311 川口市西川口 6-7-4 

川口市青木地域包括支援センター 048-252-1314 川口市青木 3-3-1 青木会館 4 階 

川口市南平地域包括支援センター 048-225-5888 川口市末広 2-15-19 

川口市新郷地域包括支援センター 048-286-7631 川口市大字赤井 1055 番地 サンテピア 1階 

川口市新郷東地域包括支援センター 048-229-2515 川口市大字峯 901 番地 

川口市神根地域包括支援センター 048-297-2777 川口市道合 1421 神根福祉センター1階 

川口市安行地域包括支援センター 048-290-2300 川口市安行藤八 501 

川口市芝地域包括支援センター 048-267-2340 川口市芝中田 2-31-8 

川口市戸塚地域包括支援センター 048-291-0037 川口市東川口 1-5-40 

川口市上青木地域包括支援センター 048-240-1557 川口市上青木 1-10-21 

川口市芝伊刈地域包括支援センター 048-264-7040 川口市伊刈 20 芝福祉センター1階 

川口市南平みなみ地域包括支援センター 048-226-6615 川口市領家 1-24-17 

川口市西地域包括支援センター 048-240-6677 川口市川口 6-5-14 高齢者在宅サービスセンター2階 

川口市神根東地域包括支援センター 048-298-3822 川口市石神 1560-1 紫水苑 1階 

川口市鳩ヶ谷東部地域包括支援センター 048-284-1250 川口市桜町 6-4-5 鳩ヶ谷福祉センター1階 

川口市鳩ヶ谷西部地域包括支援センター  048-280-5222 川口市大字辻 958 ベルホーム 1階 

川口市芝西地域包括支援センター 048-263-0120 川口市芝富士 1-9-25 エンゼルヘルプ川口１階 

川口市前川地域包括支援センター 048-485-8118 川口市前川 3-4-5 

川口市戸塚西地域包括支援センター 048-498-2580 川口市戸塚 2-27-18 

行田市地域包括支援センター 緑風苑 048-557-3611 行田市須加 1563 

行田市地域包括支援センター まきば園 048-550-1777 行田市白川戸 275 

行田市地域包括支援センター 壮幸会 048-552-1123 行田市下忍 1162-14 

行田市地域包括支援センター ふぁみぃゆ 048-558-0088 行田市大字下須戸 65-1 

秩父市秩父地域包括支援センター 0494-22-2582 秩父市熊木町 8-15 秩父市役所内 

秩父市吉田地域包括支援センター 0494-77-1134 秩父市下吉田 6569-1 秩父市吉田保健センター内 

秩父市大滝・荒川地域包括支援センター 0494-53-1014 秩父市荒川上田野 1734-6 秩父市荒川総合支所内 

所沢市所沢地域包括支援センター 04-2926-4426 所沢市御幸町 1-16-207 

所沢市松井東地域包括支援センター 04-2951-5500 所沢市大字下安松 963-4 

所沢市松井西地域包括支援センター 04-2994-1615 所沢市大字上安松 1283-4 

所沢市柳瀬地域包括支援センター 04-2951-8887 所沢市大字坂之下 941-3 

所沢市富岡地域包括支援センター 04-2942-0067 所沢市大字中富 1617 

所沢市新所沢地域包括支援センター 04-2937-7105 所沢市緑町 3-12-17 

所沢市新所沢東地域包括支援センター 04-2968-8899 所沢市松葉町 11-1 マルハビル 5階 
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■地域包括支援センター 

名 称 電話番号 住 所 

所沢市三ヶ島第 1地域包括支援センター 04-2947-2837 所沢市三ヶ島 5-551 

所沢市三ヶ島第 2地域包括支援センター 04-2926-7800 所沢市東狭山ヶ丘 6-2833-1 

所沢市小手指第 1地域包括支援センター 04-2947-1211 所沢市北野 3-1-18 

所沢市小手指第 2地域包括支援センター 04-2968-3311 所沢市小手指町 2-12-7 セイザン小手指１階 

所沢市山口地域包括支援センター 04-2928-7525 所沢市山口 5257-3 

所沢市吾妻地域包括支援センター 04-2929-6965 所沢市大字久米 1538-2 

所沢市並木地域包括支援センター 04-2943-7333 所沢市中新井 3-20-35-107 

飯能市地域包括支援センター いなり町 042-980-5043 飯能市稲荷町 10-14 

飯能市地域包括支援センター さかえ町 042-971-3172 飯能市栄町 18-16 飯栄ビル 203 

飯能市地域包括支援センター みなみ町 042-978-5777 飯能市南町 5-7 

飯能市地域包括支援センター はちまん町 042-975-3011 飯能市八幡町8－24  フィールドサイドビル 2Ｆ  

飯能市基幹型地域包括支援センター  042-983-8700 飯能市大字双柳 371-13 

加須市中央地域包括支援センター         

（加須中央高齢者相談センター） 
0480-62-1111 加須市三俣 2-1-1 

愛の泉・加須市東部地域包括支援センター 

（愛の泉高齢者相談センター） 
0480-65-6936 加須市水深 869-2 

加須市騎西地域包括支援センター 

（騎西高齢者相談センター） 
0480-70-0035 加須市上崎 2037-1 

加須市北川辺地域包括支援センター 

（北川辺高齢者相談センター） 
0280-61-1204 加須市麦倉 1481-1 

加須市大利根地域包括支援センター 

（大利根高齢者相談センター） 
0480-72-1317 加須市北下新井 1679-1 

本庄西地域包括支援センター 本庄市社会福祉協議会 0495-22-7088 本庄市銀座 1-1-1 

本庄東地域包括支援センター 安誠園 0495-22-6262 本庄市小和瀬 1666 

本庄南地域包括支援センター シャローム 0495-23-9580 本庄市今井 1251-1 

児玉地域包括支援センター 0495-73-1545 本庄市児玉町金屋 1302-1 

東松山市地域包括支援センター 0493-22-7733 東松山市松葉町 1-1-58 

総合福祉エリア地域包括支援センター 0493-21-5570 東松山市大字松山 2183 

東松山ホーム 地域包括支援センター 0493-22-6115 東松山市大字石橋 1716 

年輪福祉ホーム 地域包括支援センター 0493-36-3666 東松山市大字大谷 4106 

わかばの丘 地域包括支援センター 0493-31-0555 東松山市大字毛塚 773 

アースサポート東松山 地域包括支援センター 0493-22-7500 東松山市御茶山町 4-8 

春日部市第１地域包括支援センター 048-754-3775 春日部市中央 2-24-1（あしすと内） 

春日部市第２地域包括支援センター 048-753-2020 春日部市内牧 2072 (清寿園内) 

春日部市第３地域包括支援センター 048-753-1136 春日部市花積 267-7（豊潤館内） 

春日部市第４地域包括支援センター 048-738-5764 春日部市上大増新田 109-2（春日部勝彩園内）  

春日部市第５地域包括支援センター 048-734-7631 春日部市一ノ割 948-1（フラワーヒル内）  

春日部市第６地域包括支援センター 048-738-0021 春日部市大枝 89 武里団地 3-23-101 

春日部市第７地域包括支援センター 048-733-7771 春日部市藤塚 2622-2 

春日部市第８地域包括支援センター 048-746-5190 春日部市米崎 389（しょうぶ苑） 
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■地域包括支援センター 

名 称 電話番号 住 所 

狭山市地域包括支援センター 04-2953-1111 狭山市入間川 1-23-5（狭山市役所長寿安心課内） 

狭山市入間川・入間川東地域包括支援センター 04-2955-1114 狭山市入間川 4-10-15 

狭山市富士見・中央地域包括支援センター 04-2941-4061 狭山市富士見 1-7-1 

狭山市入曽・水野地域包括支援センター 04-2950-5300 狭山市南入曽 560-5 

狭山市堀兼・奥富・新狭山地域包括支援センター 04-2933-7117 狭山市新狭山 2-8-22 

狭山市柏原・水富地域包括支援センター 04-2933-6888 狭山市広瀬東 1-4-13 

狭山市狭山台地域包括支援センター 04-2969-0080 狭山市中央 4-27-13 

羽生市地域包括支援センター 048-561-1121 羽生市東 6-15 

羽生市東部地域包括支援センター 清輝苑 048-580-5710 羽生市下村君 1169 

羽生市西部地域包括支援センター ふれあいの森 048-561-2688 羽生市下岩瀬 446 

羽生市南部地域包括支援センター 薫藤園 048-560-3337 羽生市秀安 352-3 

鴻巣地域包括支援センター 川里苑 048-569-2650 鴻巣市屈巣 5158 

鴻巣地域包括支援センター こうのとり 048-596-2223 鴻巣市八幡田 868-1 

鴻巣地域包括支援センター 彩香らんど 048-595-3331 鴻巣市箕田 270-1 

鴻巣地域包括支援センター まむろ翔裕園 048-540-0294 鴻巣市原馬室 3335 

鴻巣地域包括支援センター 吹上苑 048-548-8991 鴻巣市下忍 4461 

大里広域地域包括支援センター 医師会なごみ 048-577-5371 深谷市国済寺 319-3 

大里広域地域包括支援センター はなみずき 048-551-1113 深谷市柏合 1041-1 

大里広域地域包括支援センター 深谷市社会福祉協議会 048-573-6869 深谷市本住町 12-8 

大里広域地域包括支援センター ふじさわ苑 048-571-1234 深谷市人見 2028-3 

大里広域地域包括支援センター エンゼルの丘 048-546-1216 深谷市今泉 625 

大里広域地域包括支援センター あねとす病院 048-577-3201 深谷市人見 1975 

上尾市上尾東地域包括支援センター 048-778-4800 上尾市大字平塚 2141 (しののめ内） 

上尾市上尾西地域包括支援センター 048-778-2711 上尾市柏座 1-10-3-15-101 号 

上尾市上尾南地域包括支援センター 048-777-3301 上尾市仲町 1-8-32 

上尾市平方地域包括支援センター 048-726-6504 上尾市上野 567（あけぼの内） 

上尾市原市南地域包括支援センター 048-720-2502 上尾市瓦葺 2143-2（葺きの里内） 

上尾市原市北地域包括支援センター 048-720-0022 上尾市原市 3221-4 1 階Ｂ号 

上尾市大石東地域包括支援センター 048-777-4201 上尾市浅間台 2-17-1（パストーン浅間台内） 

上尾市大石西地域包括支援センター 048-789-5077 上尾市藤波 3-265-1（エルサ上尾内） 

上尾市上平地域包括支援センター 048-778-5132 上尾市西門前 727-3 

上尾市大谷地域包括支援センター 048-780-6363 上尾市地頭方 420-8 

桶川市地域包括支援センター桶川市社会福祉協議会 048-728-2265 桶川市末広2-8-8 

桶川市地域包括支援センターねむのき 048-783-5311 桶川市川田谷5830-1 

久喜市久喜中央地域包括支援センター 0480-22-1111 久喜市下早見85-3 

久喜市久喜東地域包括支援センター 0480-23-8845 久喜市青毛753-1(ふれあいセンター久喜内) 

久喜市菖蒲地域包括支援センター 0480-85-8131 久喜市菖蒲町新堀38(菖蒲総合支所 久喜市社会福祉協議会内)  

久喜市栗橋地域包括支援センター 0480-52-7835 久喜市間鎌251-1(栗橋総合支所 久喜市社会福祉協議会内)  

久喜市鷲宮地域包括支援センター 0480-58-9131 久喜市鷲宮6-1-1(鷲宮総合支所 久喜市社会福祉協議会内)  

北本市地域包括支援センター西センター 048-591-3495 北本市本町6-232(いこいの家内) 
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■地域包括支援センター 

名 称 電話番号 住 所 

北本市地域包括支援センター東センター 048-591-0211 北本市宮内1-120（勤労福祉センター内）   

北本市地域包括支援センター北本社協 048-590-4011 北本市高尾1-180（総合福祉センター内） 

北本市地域包括支援センターきたもと寿苑  048-590-1000 北本市二ツ家3-113-3（きたもと寿苑内） 

八潮市北部地域包括支援センターやしお寿苑 048-930-5123 八潮市大字八條294-4 

八潮市西部地域包括支援センター ケアセンター八潮  048-994-5562 八潮市鶴ヶ曽根1184-4 

八潮市南部地域包括支援センター 埼玉回生病院  048-999-7717 八潮市大字大原455 

八潮市東部地域包括支援センター やしお苑  048-998-8895 八潮市大字南川崎210-1 

地域包括支援センターむさしの 049-255-6320 富士見市南畑新田16-1(特別養護老人ホームむさしの内)  

地域包括支援センターふじみ苑 049-293-1168 富士見市大字鶴馬3360-1(特別養護老人ホームふじみ苑内) 

地域包括支援センターえぶりわん鶴瀬Nisi  049-293-8330 富士見市鶴瀬西2-8-25 (えぶりわん鶴瀬Nisi内)  

地域包括支援センターみずほ苑 049-256-7423 富士見市関沢3-23-41(関沢みずほ苑内) 

地域包括支援センターひだまりの庭むさしの 049-268-5005 富士見市水子1882-1(ひだまりの庭むさしの内)  

三郷市地域包括支援センターみずぬま 048-950-3322 三郷市上彦名870（瑞沼市民センター内） 

三郷市地域包括支援センター早稲田 048-950-3201 三郷市早稲田7-1-7（2F） 

三郷市地域包括支援センターひこなり北 048-950-6777 三郷市彦成3-7-7-104 

三郷市地域包括支援センターみさと中央 048-949-0090 三郷市新和2-375 

三郷市地域包括支援センターみさと南 048-956-8813 三郷市戸ヶ崎1-568-1 

三郷市地域包括支援センターしんわ 048-949-5522 三郷市新和5-244 

蓮田市地域包括支援センター 048-768-3111 蓮田市大字黒浜2799-1 

蓮田市閏戸・平野地域包括支援センター 048-766-0022 蓮田市大字閏戸1885 

坂戸市地域包括支援センター 049-283-1331 坂戸市千代田一丁目1番1号(坂戸市役所高齢者福祉課内)  

坂戸市地域包括支援センター若葉 049-284-7775 坂戸市大字紺屋403（若葉クリニック内） 

坂戸市地域包括支援センターさくら 049-288-7701 坂戸市末広町5-1ｼｬﾝﾎﾞｰﾙﾋﾞﾙ102 

シャローム地域包括支援センター 049-282-4592 坂戸市新堀1-1(シャローム・ガーデン坂戸内) 

坂戸市地域包括支援センターしんまち 049-280-3210 坂戸市緑町11-15 三上ビル1F 

幸手東地域包括支援センター 0480-53-6151 幸手市天神島1030－1(幸手市保健福祉総合センターウェルス幸手内)  

幸手西地域包括支援センター 0480-40-3443 幸手市香日向4-5-1(旧香日向小学校内) 

鶴ヶ島市地域包括支援センターいきいき 049-271-1111 鶴ヶ島市大字三ツ木16-1(鶴ヶ島市役所高齢者福祉課内)  

鶴ヶ島市地域包括支援センターぺんぎん 049-271-5123 鶴ヶ島市大字上広谷5-1プラザイン上広谷1階 

鶴ヶ島市地域包括支援センターかんえつ 049-285-7877 鶴ヶ島市大字脚折145-1 関越病院南館1階 

鶴ヶ島市地域包括支援センターいちばんぼし 049-279-0777 鶴ヶ島市大字藤金871-3 

日高市高萩地域包括支援センター 042-984-3001 日高市大字高萩1728-5 

日高市高麗川地域包括支援センター 042-984-1362 日高市大字楡木201(日高市総合福祉センター「高麗の郷」内)  

日高市高麗地域包括支援センター 042-982-0111 日高市武蔵台1-26-8(高齢者サポートセンター武蔵台内)  

吉川市第１地域包括支援センター 048-984-4766 吉川市吉川2-1-1 

吉川市第２地域包括支援センター吉川平成園 048-981-5811 吉川市大字加藤187-1 

吉川市第３地域包括支援センター 048-981-7158 吉川市平沼263 はりまやビル1階 

ふじみ野市地域包括支援センターふくおか  049-261-1126 ふじみ野市福岡1-1-6(ふじみ野市役所第4庁舎2階）  

ふじみ野市地域包括支援センターかすみがおか  049-264-7620 ふじみ野市霞ヶ丘1-5-1 

ふじみ野市地域包括支援センターつるがまい 049-256-6061 ふじみ野市亀久保1839-4 (富家在宅リハビリテーションケアセンター2階）  

ふじみ野市地域包括支援センターおおい 049-261-3021 ふじみ野市大井621-1(高齢者総合ケアセンター マザーアース敷地内）  



- 50 - 

 

■地域包括支援センター 

名 称 電話番号 住 所 

白岡市地域包括支援センターぽっかぽか 0480-93-8877 白岡市上野田357番地1(介護老人保健施設ぽっかぽか内)  

白岡市地域包括支援センターウエルシアハウス 0480-90-3022 白岡市白岡1143-1 

伊奈町地域包括支援センター 048-720-5656 北足立郡伊奈町大字小室5049-1 

三芳町地域包括支援センター 049-258-0019 入間郡三芳町大字藤久保1100-1 

地域包括支援センター埼玉セントラル 049-274-2080 入間郡三芳町大字上富2177 

地域包括支援センターみずほ苑みよし 049-293-7341 入間郡三芳町大字竹間沢735-1 

毛呂山町地域包括支援センター 049-295-2112 入間郡毛呂山町中央2-1(毛呂山町役場高齢者支援課内)  

越生町地域包括支援センター 049-299-5532 入間郡越生町大字越生908-12 

滑川町地域包括支援センター 0493-56-2132 比企郡滑川町大字福田750-1 

嵐山町地域包括支援センター 0493-62-0718 比企郡嵐山町大字杉山1030-1 

小川町社会福祉協議会地域包括支援センター 0493-74-3461 比企郡小川町大字腰越618 

川島町地域包括支援センター 049-297-8689 比企郡川島町大字畑中478-1(介護老人保健施設平成の森内)  

吉見町地域包括支援センター 0493-53-0370 比企郡吉見町大字下細谷1212番地(吉見町保健センター内) 

鳩山町地域包括支援センター 049-296-7700 比企郡鳩山町松ヶ丘4-1-4 

ときがわ町地域包括支援センター 0493-65-1010 比企郡ときがわ町大字関堀151-1 

横瀬町地域包括支援センター 0494-25-0281 秩父郡横瀬町大字横瀬4545(役場庁舎内) 

皆野町地域包括支援センター 0494-63-1122 秩父郡皆野町大字大渕103-1 

長瀞町地域包括支援センター 0494-66-3111 秩父郡長瀞町大字本野上1035-1 

小鹿野町地域包括支援センター 0494-75-0135 秩父郡小鹿野町小鹿野300番地(小鹿野町保健福祉センター)  

東秩父村地域包括支援センター 0493-82-1116 秩父郡東秩父村大字坂本1284-1(東秩父村保健センター内) 

美里町地域包括支援センター 0495-76-1325 児玉郡美里町大字木部538-5(美里町保健センター内) 

神川町地域包括支援センター 0495-74-1155 児玉郡神川町大字関口90番地 

上里町地域包括支援センター 0495-35-1243 児玉郡上里町大字七本木5518上里町役場内 

大里広域地域包括支援センター寄居町社会福祉協議会  048-581-8548 大里郡寄居町大字保田原301 

大里広域地域包括支援センター埼玉よりい病院  048-584-0062 大里郡寄居町大字用土395 

宮代町地域包括支援センター 0480-34-1111 南埼玉郡宮代町笠原1-4-1 

杉戸町すぎと地域包括支援センター 0480-36-2620 北葛飾郡杉戸町清地2-9-29 役場庁舎内 

杉戸町良宝園地域包括支援センター 0480-38-1120 北葛飾郡杉戸町才羽2108-1(特別養護老人ホーム良宝園内) 

松伏町地域包括支援センター 048-992-2468 松伏町松伏357 ふれあいセンターかがやき1階  
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■在宅医療連携拠点                          （平成30年8月6日） 

名 称 電話番号 対象地域 

浦和在宅医療支援相談センター 048-826-5121 さいたま市浦和区、南区、桜区、緑区 

川口市在宅医療サポートセンター 048-229-7670 川口市 

大宮在宅医療支援センター 048-778-7155 さいたま市大宮区、北区、見沼区、西区 

川越市在宅医療拠点センター 049-225-7780 川越市 

熊谷在宅医療支援センター 048-521-0321 熊谷市 

行田市在宅医療支援センター 048-553-2003 行田市 

所沢市医療介護連携支援センター 04-2902-6104 所沢市 

蕨戸田市在宅医療支援センター 048-434-5100 蕨市、戸田市 

鴻巣地区在宅医療連携センター 048-594-6912 鴻巣市 

桶川北本伊奈地区在宅医療連携センター  048-501-2085 桶川市、北本市、伊奈町 

在宅医療連携支援センター 080-1334-1530 上尾市 

地域包括ケア支援室 048-465-6575 朝霞市、新座市、和光市、志木市 

在宅医療サポートセンター 048-959-9972 草加市、八潮市 

与野在宅医療センター 080-9980-2715 さいたま市中央区 

入間市在宅医療支援センター 04-2966-3201 入間市 

毛呂山越生在宅医療相談室 049-295-2320 毛呂山町、越生町 

在宅医療連携拠点 はんのう 042-978-5791 飯能市、日高市 

地域医療・介護相談室 049-293-6877 富士見市、ふじみ野市、三芳町 

在宅医療相談室 049-288-1288 坂戸市、鶴ヶ島市 

狭山市医師会立在宅医療支援センター  04-2946-8425 狭山市 

比企医師会在宅医療連携拠点 0493-81-5563 東松山市、吉見町、川島町、滑川町、嵐山町、小川町、鳩山町、ときがわ町、東秩父村  

ちちぶ在宅医療・介護連携相談室 0494-25-5013 秩父市、小鹿野町、横瀬町、皆野町、長瀞町 

本庄市児玉郡医師会在宅医療連携拠点  0495-24-0350 本庄市、美里町、上里町、神川町 

深谷寄居在宅医療連携室 048-501-5951 深谷市、寄居町 

北埼玉在宅医療連携室 0480-31-6199 加須市、羽生市 

南埼玉郡市在宅医療サポートセンター（久喜） 0480-23-8044 久喜市 

南埼玉郡市在宅医療サポートセンター(蓮田、白岡、宮代)  048-768-6500 蓮田市、白岡市、宮代町 

越谷市医療と介護の連携窓口 048-940-7701 越谷市 

春日部市地域包括ケアシステム推進センター  048-745-8651 春日部市 

岩槻区医療介護連携支援センター 048-792-0896 さいたま市岩槻区 

在宅医療連携拠点 菜のはな 0480-40-1311 幸手市、杉戸町 

吉川松伏在宅医療サポートセンター 048-940-8375 吉川市、松伏町 

三郷市在宅医療・介護連携サポートセンター  048-949-6119 三郷市 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 52 - 

 

■在宅歯科医療推進窓口地域拠点・支援窓口                （平成30年1月1日）  

名 称 電話番号 対象地域 

さいたま市浦和地区在宅歯科医療推進窓口地域拠点 090-1993-8020 さいたま市浦和区、南区、緑区、桜区 

岩槻地区在宅歯科医療支援窓口 080-1026-8020 さいたま市岩槻区 

川口地区在宅歯科医療推進窓口地域拠点 090-4067-8020 川口市 

さいたま市大宮地区在宅歯科医療推進窓口地域拠点 080-2273-8020 さいたま市西区、北区、大宮区、見沼区 

川越市地区在宅歯科医療推進地域拠点 080-2233-8020 川越市 

熊谷市地区在宅歯科医療推進窓口地域拠点 080-2184-8020 熊谷市 

北足立地区在宅歯科医療推進窓口地域拠点  080-8434-8020 鴻巣市、北本市、、桶川市、伊奈町 

上尾地区在宅歯科医療支援窓口 090-4070-8020 上尾市 

さいたま市与野地区在宅医療推進窓口地域拠点  080-8050-8020 さいたま市中央区 

朝霞地区在宅歯科医療推進窓口地域拠点 080-2334-8020 朝霞市、志木市、和光市 

新座地区在宅歯科医療支援窓口 080-2252-8020 新座市 

蕨戸田地区在宅歯科医療推進窓口地域拠点  090-4813-8020 蕨市、戸田市 

入間郡市地区在宅歯科医療推進窓口地域拠点 080-8857-8020 狭山市、入間市、越生市、毛呂山町 

飯能・日高地区在宅歯科医療支援窓口 090-4396-8020 飯能市、日高市 

坂戸・鶴ヶ島地区在宅歯科医療支援窓口 090-3096-8020 坂戸市、鶴ヶ島市 

東入間地区在宅歯科医療支援窓口 090-4752-8020 富士見市、ふじみ野市、三芳町 

所沢市地区在宅歯科医療推進窓口地域拠点  080-7759-8020 所沢市 

比企郡市地区在宅歯科医療推進窓口地域拠点 080-8443-8020 東松山市、小川町、嵐山町、滑川町、ときがわ町、鳩山町、吉見町、川島町、東秩父村 

秩父郡市地区在宅歯科医療推進窓口地域拠点 080-8729-8020 秩父市、小鹿野町、長瀞町、皆野町、横瀬町 

本庄市児玉郡地区在宅歯科医療推進窓口地域拠点 080-2164-8020 本庄市、上里町、神川町、美里町 

大里郡市地区在宅歯科医療推進窓口地域拠点 080-2085-8020 深谷市、寄居町 

北埼玉地区在宅歯科医療推進窓口地域拠点  080-1391-8020 行田市 

加須・羽生地区在宅歯科医療推進窓口地域拠点  090-7418-8020 加須市、羽生市 

埼葛地区在宅歯科医療推進窓口地域拠点 080-1225-8020 白岡市、幸手市、久喜市、蓮田市、杉戸町、宮代町  

春日部地区在宅歯科医療支援窓口 090-2253-8020 春日部市 

草加地区在宅歯科医療支援窓口 090-2664-8020 草加市 

越谷市地区在宅歯科医療支援窓口 090-5764-8020 越谷市 

東埼玉地区在宅歯科医療推進窓口地域拠点  090-5526-8020 八潮市 

三郷地区在宅歯科医療支援窓口 090-3097-8020 三郷市 

吉川地区在宅歯科医療支援窓口 090-2308-8020 吉川市、松伏町 
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