
ＮＯ 産婦健康診査 機関名 〒 市町村 所在地

1 ○ 飯島医院 330-0051 さいたま市 さいたま市浦和区駒場１－１２－１

2 ○ 石川病院 330-0063 さいたま市 さいたま市浦和区高砂３－１７－１７

3 ○ 加藤クリニック 330-0053 さいたま市 さいたま市浦和区前地２－３－１１

4 ○ かねこウィメンズクリニック 336-0926 さいたま市 さいたま市緑区東浦和３丁目１番１９

5 ○ キリサワ産婦人科クリニック 330-0055 さいたま市 さいたま市浦和区東高砂町２２－６

7 ○ さいたま市立病院 336-8522 さいたま市 さいたま市緑区大字三室２４６０

8 ○ しのざき脳神経外科・産婦人科クリニック 336-0017 さいたま市 さいたま市南区南浦和３－２８－７

11 ○ 松永医院 336-0038 さいたま市 さいたま市南区関２－３－１６

12 ○ 宮坂産婦人科クリニック 336-0926 さいたま市 さいたま市緑区東浦和２－７１－２

13 ○ のりこレディースクリニック 330-0063 さいたま市 さいたま市浦和区高砂２－５－５　ＫＩﾋﾞﾙ５Ｆ

17 ○ 厚川医院 333-0811 川口市 川口市戸塚２－４－１０

19 ○ 川口市立医療センター 333-0833 川口市 川口市大字西新井宿１８０

20 ○ 済生会川口総合病院 332-8558 川口市 川口市西川口５－１１－５

21 ○ 埼玉協同病院 333-0831 川口市 川口市木曽呂１３１７

22 ○ さとうレディースクリニック 332-0031 川口市 川口市青木１－５－２５

23 ○ かわぐちレディースクリニック 333-0846 川口市 埼玉県川口市南前川2-4-20

24 ○ 高橋レディ－スクリニック 332-0001 川口市 川口市朝日３－６－２２

25 ○ マドモアゼルクリニック 332-0016 川口市 川口市幸町３－９－２８

28 ○ 宇井レディスクリニック 337-0033 さいたま市 さいたま市見沼区御蔵７８９－１

30 ○ 大原医院 330-0854 さいたま市 さいたま市大宮区桜木町２－３－６９

31 ○ 大宮林医院 330-0852 さいたま市 さいたま市大宮区大成町１－３３５－１

32 ○ かしわざき産婦人科 330-0855 さいたま市 さいたま市大宮区上小町６０４－４

33 ○ 木野産婦人科医院 331-0812 さいたま市 さいたま市北区宮原町１－３３１－１

35 ○ 自治医科大学附属さいたま医療センター 330-0834 さいたま市 さいたま市大宮区天沼町１－８４７

36 ○ 愛和病院 350-0001 川越市 川越市古谷上９８３－１

38 ○ 赤心堂病院 350-1123 川越市 川越市脇田本町２５－１９

40 ○ ハッピーバース・ライフクリニック 350-1101 川越市 川越市的場２－７－７

45 ○ さめじまボンディングクリニック 360-0025 熊谷市 熊谷市太井１６８１

49 ○ 平田クリニック 360-0015 熊谷市 熊谷市肥塚４－２０５

50 ○ 池畑クリニック 361-0072 行田市 行田市宮本１６－１

51 ○ 行田中央総合病院 361-0021 行田市 行田市富士見町２－１７－１７

53 ○ 瀬戸病院 359-1128 所沢市 所沢市金山町８－６

54 ○ 西埼玉中央病院 359-1151 所沢市 所沢市若狭２－１６７１

56 ○ 峰の坂産婦人科 359-1143 所沢市 所沢市宮本町２－１６－１０

57 ○ 松田母子クリニック 359-0022 所沢市 所沢市本郷西上１０８０－５

59 ○ 戸田中央産院 335-0022 戸田市 戸田市上戸田２－２６－３

60 ○ 蕨市立病院 335-0001 蕨市 蕨市北町２－１２－１８
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61 ○ 岩沢レディースクリニック 335-0023 戸田市 戸田市本町４－１７－２８

64 ○ 北里大学メディカルセンター 364-8501 北本市 北本市荒井６－１００

66 ○ はやしだ産婦人科医院 365-0028 鴻巣市 鴻巣市鴻巣１００５－２

69 ○ 上尾中央総合病院 362-0075 上尾市 上尾市柏座１－１０－１０

71 ○ Ｃｌｉｎｉｃひらしま産婦人科 362-0021 上尾市 上尾市原市１４６４

72 ○ ナラヤマレディースクリニック 362-0014 上尾市 上尾市本町１－１－７

73 ○ 葵ウィメンズクリニック ３６２－００８２ 上尾市 上尾市壱丁目東１４番地５

74 ○ 阿部産婦人科医院阿部レディ-スクリニック 351-0005 朝霞市 朝霞市根岸台６－３－１３

76 ○ 大塚産婦人科小児科医院 352-0025 新座市 新座市片山１－１６－３

77 ○ 埼玉病院 351-0102 和光市 和光市諏訪２－１

79 ○ 牧田産婦人科医院 352-0021 新座市 新座市あたご３－３－１７

80 ○ よつはレディースクリニック志木 353-0004 志木市 志木市本町５－２５－８　ドゥーセットビル3階

81 ○ 木島医院 340-0023 草加市 草加市谷塚町６４８

83 ○ 草加菅原レディースクリニック 340-0034 草加市 草加市氷川町２１１８－３５

87 ○ Ｍｏｒｏマタニティ－スクエア 340-0016 草加市 草加市中央１－６－３

88 ○ 水上レディースクリニック 340-0056 草加市 草加市新栄2-27-8

89 ○ さいたま赤十字病院 338-8553 さいたま市 さいたま市中央区新都心１－５

90 ○ 島田医院 338-0003 さいたま市 さいたま市中央区本町東１－１３－２３

92 ○ マキウィメンズクリニック 338-0001 さいたま市 さいたま市中央区上落合９－９－８

94 ○ 小室医院 358-0004 入間市 入間市鍵山１－１２－１６

96 ○ 吉田産科婦人科医院 358-0054 入間市 入間市野田６４０－５

97 ○ メディカルパーク入間 358-0024 入間市 入間市久保稲荷1-29-3

98 ○ 飯能産婦人科医院 357-0021 飯能市 飯能市双柳１３２２－１

100 ○ 令和レディースクリニック 350-1223 日高市 日高市高富４６－７

101 ○ 上福岡総合病院 356-0011 ふじみ野市 ふじみ野市福岡９３１

102 ○ 恵愛病院 354-0017 富士見市 富士見市針ケ谷５２６－１

103 ○ にしじまクリニック 354-0031 富士見市 富士見市勝瀬１０３４－１

105 ○ みずほ台産婦人科 354-0015 富士見市 富士見市東みずほ台３－６－６

107 ○ 小川産婦人科・小児科 350-0233 坂戸市 坂戸市南町２４－１５

108 ○ 清水病院 350-0225 坂戸市 坂戸市日の出町１－８

109 ○ 吉松医院 350-0225 坂戸市 坂戸市日の出町１－１６



ＮＯ 産婦健康診査 機関名 〒 市町村 所在地

産婦健診委任状提出状況

110 ○ 奥平産婦人科 350-1332 狭山市 狭山市下奥富４９０－３

113 ○ エンゼルクリニック 355-0815 滑川町 比企郡滑川町月の輪１－７

114 ○ 霞澤産婦人科医院 355-0017 東松山市 東松山市松葉町１－９－８

115 ○ 中村産婦人科 355-0328 小川町 比企郡小川町大字大塚1176－1

116 ○ みやざきクリニック 355-0328 小川町 比企郡小川町大塚２８５

117 ○ 渡辺産婦人科 355-0221 嵐山町 比企郡嵐山町菅谷２４９

118 ○ 岩田産婦人科医院 368-0041 秩父市 秩父市番場町１３－１

120 ○ 池田レディースクリニック 367-0062 本庄市 本庄市小島南３－１－１２

121 ○ 昭和産婦人科 367-0041 本庄市 本庄市駅南１－５－２３

122 ○ 松本産婦人科医院 367-0054 本庄市 本庄市千代田１－１－２６

124 ○ 菊地病院 366-0801 深谷市 深谷市上野台３７１

125 ○ 桜ヶ丘病院 366-0033 深谷市 深谷市国済寺408-5

126 ○ 深谷赤十字病院 366-0052 深谷市 深谷市上柴町西５－８－１

127 ○ 福島医院 366-0801 深谷市 深谷市上野台２７７８－１

129 ○ 深谷産婦人科医院 366-0801 深谷市 深谷市上野台3027-2

130 ○ スピカレディースクリニック 347-0017 加須市 加須市南篠崎２２５２

131 ○ 中村レディクリニック 348-0046 羽生市 羽生市中岩瀬６１２

132 ○ 羽生総合病院 348-8505 羽生市 埼玉県羽生市大字下岩瀬446

133 ○ 山王クリニック 349-0214 白岡市 白岡市寺塚１２３－１

134 ○ 女性クリニック蓮田 349-0111 蓮田市 蓮田市東５－２－１３

135 ○ 成田レディスクリニック 349-0114 蓮田市 蓮田市馬込２１７２－１

136 ○ 越谷市立病院 343-8577 越谷市 越谷市東越谷１０－３２

137 ○ 佐藤産婦人科 343-0857 越谷市 越谷市新越谷１－３４－４

138 ○ 産婦人科菅原病院 343-0813 越谷市 越谷市越谷1-15-2

139 ○ 高見澤産婦人科医院 343-0806 越谷市 越谷市宮本町３－４

140 ○ 獨協医科大学埼玉医療センター 343-8555 越谷市 越谷市南越谷２－１－５０

147 ○ 田村クリニック 344-0112 春日部市 春日部市西金野井２９１－１６３

148 ○ 春日部市立医療センター 344-8588 春日部市 春日部市中央６－７－１

151 ○ 丸山記念総合病院 339-8521 さいたま市 さいたま市岩槻区本町２－１０－５

154 ○ 長岡産婦人科医院 345-0036 杉戸町 北葛飾郡杉戸町杉戸２－３－１０

156 ○ ワイズレディスクリニック 340-0155 幸手市 幸手市上高野１９７８

157 ○ さくら医院 342-0061 吉川市 吉川市中央３－１６－１２

158 ○ ねもとレディースクリニック 343-0106 松伏町 北葛飾郡松伏町大川戸２４１－５

159 ○ 高橋レディースクリニック 341-0011 三郷市 三郷市釆女１－２３２

161 ○ 永井マザーズホスピタル 341-0004 三郷市 三郷市上彦名６０７－１

163 ○ 埼玉医科大学病院 350-0495 毛呂山町 入間郡毛呂山町大字毛呂本郷３８

164 ○ 防衛医科大学校病院 359-8513 所沢市 所沢市並木３－２

165 ○ ローズマタニティクリニック 336-0026 さいたま市 さいたま市南区辻7丁目8-17


