
平成29年10月1日現在

№ 医療機関名 診療科目 住　　　　　所 電話番号
あ 1 あいおいクリニック 内・胃/消 秩父市相生町9-14 26-7001

2 淺海医院 内・放・外 秩父市荒川日野212 54-1182
3 あさひ診療所 内 秩父市本町1-2 21-5001
4 新井医院 内・外 秩父市下吉田3814 77-0006
5 あらいクリニック 内・小・ﾘﾊ・循・麻 秩父市本町1-18 25-2711

い 6 石塚内科胃腸科医院 内・胃/消 秩父市下影森765-4 24-5010
7 石塚クリニック 内・呼 秩父市大野原3331-1 22-6122
8 いなば眼科クリニック 眼 秩父市野坂町1-11-21 26-7526
9 井上医院 内 秩父市東町11-9 22-0141

10 井上皮膚科医院 皮 秩父市本町9-1 22-0336
11 岩田産婦人科医院 内・産婦 秩父市番場町13-1 24-1336

う 12 内田医院 内・産婦・放 秩父市本町8-6 21-1500
お 13 大友内科医院 内 秩父市上町2-10-9 22-0152

14 おおのはら眼科 眼 秩父市大野原429-1 21-5588
15 大谷津医院 内・小 秩父市阿保町10-8 22-6329
16 岡部医院 ﾘﾊ・ﾘｳ・整 秩父市本町2-6 25-2511

か 17 片田医院 内・外 秩父市下影森170 22-1801
18 片山耳鼻咽喉科 耳咽 秩父市中町3-6 23-3341
19 加藤クリニック ﾘﾊ・整 秩父市宮側町12-12 24-3229
20 金子クリニック 内・胃/消・外 秩父市山田2704-1 21-7270
21 上吉田医院 内・胃/消・外 秩父市上吉田4294-1 78-0011
22 眼科・並木医院 眼 秩父市熊木町6-23 22-1668

く 23 久喜医院 耳咽・内分泌 秩父市道生町7-5 23-6161
24 熊木こどもクリニック 小 秩父市熊木町15-11 25-3088
25 倉林外科胃腸科医院 内・小・胃/消・外 秩父市黒谷305-2 23-0968
26 クリニック公園ばし 内・腎・呼・ｱﾚ・漢方 秩父市中村町4-9-22 53-8860

け 27 健生堂医院 内 ･胃/消 ･呼 ･外 ･肛 秩父市東町28-5 22-0270
こ 28 五野上医院 内 ･小 ･呼 ･ｱﾚ 秩父市大野原1058 22-1587

29 近藤医院 内・小・婦 秩父市日野田町1-9-30 22-0043
さ 30 酒井耳鼻咽喉科医院 耳咽 秩父市大野原934 25-4187
し 31 城谷医院 泌 秩父市東町23-7 22-1010
せ 32 関根医院 胃/消 ･ﾘﾊ ･外 ･肛 秩父市日野田町2-19-27 23-0777
た 33 たかはし整形外科皮フ科クリニック 皮・整 秩父市上野町17-12 53-8777

34 高橋内科クリニック 内・胃/消 秩父市中村町3-3-36 27-0155
35 竹越医院 内・心内 秩父市上町1-6-7 22-0701

ち 36 秩父市大滝国民健康保険診療所 内・外・歯 秩父市大滝925 55-0341

37 秩父市立病院
内 ･小 ･循 ･麻 ･外 ･脳外 ･整
･泌 秩父市桜木町8-9 23-0611

38 秩父生協病院 内 ･小 ･胃/消 ･ﾘﾊ ･循 秩父市阿保町1-11 23-1300

39 秩父第一病院
内 ･神内 ･ﾘﾊ ･循 ･血内 ･皮 ･
外 秩父市中村町2-8-14 25-0311

40 秩父中央病院 内 ･精神 ･ﾘﾊ ･歯 ･口外 秩父市寺尾1404 24-5551

41 秩父病院 内 ･胃/消･腫内 ･循 ･麻 ･放 ･外 ･
形成 ･消外 ･整 ･肛 ･歯 秩父市和泉町20 22-3022

42 秩父脳外科内科クリニック 内・脳外 秩父市永田町2-17 21-2330
つ 43 つちはし眼科内科クリニック 内・婦・眼 秩父市永田町10-11 24-8222

44 堤医院 耳咽 秩父市道生町14-1 24-0588
の 45 野田医院 内・小 秩父市野坂町2-15-6 22-2538
は 46 蓮沼医院 内・呼 秩父市熊木町17-5 21-5526

47 はらしまクリニック 皮 秩父市別所475-7 21-5511
ま 48 松本クリニック 内 ･胃/消 ･呼 ･循 ･外 ･小外 ･整 秩父市日野田町2-2-30 22-3000

49 丸山耳鼻咽喉科医院 耳咽 秩父市野坂町1-20-31 25-3341
み 50 三上医院 内 秩父市中町19-1 22-0391

51 三上医院 内・小・外・整 秩父市荒川上田野1659-2 54-1007
52 水野医院 内・呼・循・糖尿 秩父市山田2024-1 22-3315

も 53 本強矢整形外科病院 整 秩父市下影森871-1 24-7615
や 54 山田クリニック 内・皮・外・形成 秩父市大野原370-3 21-7388

　　　　　　　　　　　　　　　【秩父市内医療機関リスト】50音順                　　　　

※上記医療機関の内、分娩ができるのは、№11の医療機関です。


