救急医療機関の
お問い合わせは、救急医療情報県民案内

9

日曜・祝日当番医
佐藤産婦人科病院（産・婦）

並木１−１０−１８

０４８−２５１−６６１８

おのだ内科クリニック（内・消・胃）

金山町１−４

０４８−２２２−６８２１

4

藤田眼科医院（眼）

並木３−４−２１

０４８−２５３−４１４６

根岸台診療所（内・小・皮）

安行領根岸２０８７−２

０４８−２８１−１９１８

日

うけがわ歯科（歯）

川口４−１１−８

０４８−２５６−８１４８

ながせ歯科クリニック（歯）

上青木西４−１５−１７

０４８−２６９−９０８０

9/

11
日

18
日

祝

23
祝

25
日

10/

2
日

小児夜間救急診療当番医
20時〜23時

期日 曜日

医療機関名

住

所

電話番号

23時〜
翌日8時

9/1

木

下条医院

芝中田１−３０−８

０４８−２６６−１１３４ 医療セ

2

金

埼玉協同病院

木曽呂１３１７

０４８−２９６−４７７１ 協同病

3

土

医療センター（１８時から診療） 西新井宿１８０

０４８−２８７−２５２５ 医療セ

4

日

医療センター（１７時から診療） 西新井宿１８０

０４８−２８７−２５２５ 医療セ

月

森医院

前川４−３１−１２

０４８−２６６−０６２２ 医療セ

河合病院（外・内）

領家３−６−７

０４８−２２２−０１９０

5

小坂医院（内・小）

中青木２−２３−３０

０４８−２５５−０６７８

6

火

さの小児科クリニック

芝西２−２７−１６−２F

０４８−２６５−７６３８ 済生会

山崎レディースクリニック（産・婦）

並木３−１−１−５F

０４８−２５０−５３５３

7

水

キッズクリニック川口前川

前川１−１−５５

０４８−２６４−２２１１ 医療セ

さいぐさクリニック（内・皮）

安行小山４８７−５

０４８−２９０−７１７１

8

木

東浦和内科外科クリニック

柳崎４−２８−３２

０４８−４８７−７７５５ 医療セ

かとう歯科クリニック（歯）

鳩･桜町３−１０−３

０４８−２８５−７３９２

9

金

埼玉協同病院

木曽呂１３１７

０４８−２９６−４７７１ 協同病

大沼歯科医院（歯）

並木元町４−３０

０４８−２５３−５５１０

10

土

医療センター（１８時から診療） 西新井宿１８０

０４８−２８７−２５２５ 医療セ

11

日

医療センター（１７時から診療） 西新井宿１８０

０４８−２８７−２５２５ 医療セ

12

月

小林医院

戸塚東３−６−８

０４８−２９７−８４９２ 医療セ

13

火

杉本こどもクリニック

鳩・南４−２６−１

０４８−２８８−７３３９ 済生会

14

水

白石内科小児科医院

鳩・坂下町１−１２−６

０４８−２８１−１３６９ 医療セ

中青木５−４−１２扶桑ｶｼｵﾊｲﾂ２０１ ０４８−２５４−５９３６

15

木

こばやしこどもクリニック

鳩・辻１５７３−１−１F

０４８−２８０−１２７７ 医療セ

戸塚東１−２６−１１

16

金

埼玉協同病院

木曽呂１３１７

０４８−２９６−４７７１ 協同病

17

土

医療センター（１８時から診療） 西新井宿１８０

埼玉厚生病院（外・内）

鳩・南６−５−５

０４８−２８１−７６１１

竹内眼科（眼）

栄町２−１−２

０４８−２５１−４１４５

吉田耳鼻咽喉科（耳）

並木２−１−６−２F

０４８−２５６−２２０４

東浦和内科外科クリニック（内・外・小）

柳崎４−２８−３２

０４８−４８７−７７５５

中青木歯科医院（歯）
織田歯科医院（歯）

19

9

048-824-4199（歯科は除く）

０４８−２９５−６１００

西川口５−１１−５

０４８−２８７−２５２５ 医療セ
０４８−２５３−１５５１ 済生会

はとがや病院（内・皮）

鳩・坂下町４−１６−２６

０４８−２８１−１４６８

18

日

済生会（１７時から診療）

平愛クリニック（内・循・アレ・皮）

西立野５３５−１

０４８−２２９−２３８８

19

祝

医療センター（１７時から診療） 西新井宿１８０

０４８−２８７−２５２５ 医療セ

上野病院（内）

西青木１−９−３０

０４８−２５１−４４７３

20

火

川口第一クリニック

元郷２−１５−３

０４８−２２５−３８００ 済生会

なかち小児科医院（小）

本町３−２−７−２０４

０４８−２２２−７０１１

21

水

鹿嶋医院

領家１−２３−１５

０４８−２２２−４８５８ 医療セ

小林盛生歯科（歯）

末広１−２７−１７

０４８−２２６−３２６０

田辺歯科医院（歯）

芝１−１０−１０

０４８−２６８−８６０１

22

木

おおしまこどもクリニック

本町４−４−１６−２０２

０４８−２２７−１６７７ 医療セ

23

祝

埼玉協同病院（１７時から診療） 木曽呂１３１７

０４８−２９６−４７７１ 協同病

鳩ヶ谷中央病院（内・循・消・呼）

鳩・桜町６−１２−５５

０４８−２８１−６１３１

24

土

医療センター（１８時から診療） 西新井宿１８０

０４８−２８７−２５２５ 医療セ

田沼皮膚科医院（皮）

本町３−１５−１９

０４８−２２６−４１１２

25

日

医療センター（１７時から診療） 西新井宿１８０

０４８−２８７−２５２５ 医療セ

月

山森小児科

幸町１−７−１−２F

０４８−２５４−３３３２ 医療セ

つちやこどもクリニック（小・神）

西川口６−２−３２

０４８−２５１−９９１５

26

添田医院（内・神内）

大字道合９２４

０４８−２８１−４１９１

27

火

あかちゃんとこどものクリニック 栄町１−１２−２１−２０３ ０４８−２５０−５６７０ 済生会

かしま歯科医院（歯）

仲町２−８サンライフ碧雲２階

０４８−２５７−４８５５

28

水

なかち小児科医院

本町３−２−７−２０４

０４８−２２２−７０１１ 医療セ

遊佐歯科クリニック（歯）

安行領在家２９０−１

０４８−２９７−１８１８

29

木

平井こどもクリニック

東川口５−３０−６

０４８−２９０−４１５５ 医療セ

30

金

埼玉協同病院

木曽呂１３１７

０４８−２９６−４７７１ 協同病

10/1

土

医療センター（１８時から診療） 西新井宿１８０

０４８−２８７−２５２５ 医療セ

2

日

医療センター（１７時から診療） 西新井宿１８０

０４８−２８７−２５２５ 医療セ

3

月

つちやこどもクリニック

西川口６−２−３２

０４８−２５１−９９１５ 医療セ

4

火

岩井クリニック

飯塚３−１４−３１

０４８−２５２−４７５９ 済生会

5

水

若林小児科内科医院

芝７０１６

０４８−２６７−２８００ 医療セ

6

木

本田小児科クリニック

西川口２−１０−８−２F ０４８−２５３−２２２３ 医療セ

7

金

埼玉協同病院

木曽呂１３１７

川口誠和病院（内・外・脳外）

江戸３−３５−４６

０４８−２８５−０６６１

鹿嶋医院（内・小）

領家１−２３−１５

０４８−２２２−４８５８

埼仁クリニック（泌・循・内）

西川口１−２６−１１

０４８−２５５−２３６７

ぬかが医院（内・胃・消・放・皮）

前川４−２３−１４

０４８−２６７−０６３９

中山歯科医院（歯）

鳩･桜町２−７−２

０４８−２８１−０１４１

二瓶歯科医院（歯）

西青木４−４−１６

０４８−２５１−５３００

済生会川口総合病院（内科系・外科系） 西川口５−１１−５

０４８−２５３−１５５１

マドモアゼルクリニック（産・婦）

０４８−２５４−８１６１

幸町３−９−２８−１０１

野口整形外科クリニック（整・リハ・リウ・内） 並木３−３−９−１０１

０４８−２５８−２２６８

森医院（内・小・胃・外）

前川４−３１−１２

０４８−２６６−０６２２

西村歯科医院（歯）

西川口１−２４−７

０４８−２５２−４５９７

大井歯科クリニック（歯）

差間１−２１−２５

０４８−２９４−４１８０

※理学診療科はリハビリテーション科で「リハ」、アレルギー科は「アレ」、リウマ
チ科は「リウ」と表示しています。
※診療時間は9時〜17時、急性の病気に限り診療します。診療時間内に1時間の休憩
時間があります。休憩時間は原則12時〜13時としますが、各医療機関の状況に応
じて時間の変更があります。なお、往診はしません。

０４８−２９６−４７７１ 協同病

◎小児夜間救急診療は、緊急を要する小児患者さんを応急的に診療するため、川口医師
会・川口市立医療センター・済生会川口総合病院・埼玉協同病院の先生方のご協力に
より実施しているものであり、昼間に時間のとれないかたのための時間外診療窓口で
はありません。
◎埼玉県小児救急電話相談（子どもの急病時の家庭での対処方法などの助言）
蘂『#8000』（NTTプッシュ回線の場合）
蘂048-833-7911（IP電話、ひかり電話、ダイヤル回線などの場合）
相談受付時間
・平日（月〜土曜日）
19：00〜23：00
・休日（日曜・祝日・年末年始）
9：00〜23：00
◎上記一覧表にある23時〜翌日8時の医療機関の連絡先
・川口市立医療センター
（略称 医療セ）蘂048-287-2525
・済生会川口総合病院（略称 済生会）蘂048-253-1551
・埼 玉 協 同 病 院 （略称 協同病）蘂048-296-4771

◎当番医や診療科は、事情により変更することがあります。受診前には必ず当日の当番医に電話でご確認ください。
◎小児夜間救急診療のお問い合わせは、くれぐれもおかけ間違いのないようにお願いします。
◎当番医が変更になる場合など、最新の情報は、市ホームページに掲載されています。 トップページ＞救急・当番医
◎社団法人 日本小児科学会（こどもの救急ホームページ）http://kodomo-qq.jp/
◎『かかりつけ医』普段から安心して相談できて、病気に適切に対処してくれる、
かかりつけ医を持ちましょう。
◎上記、当番医のお問い合わせは保健衛生課へ。蘂048-258-1110

拉致問題の解決は市民の願いです
拉致被害者や特定失踪者の真相解明を！
首 相 に メ ー ル や は が き を！
問い合わせ 福祉総務課庶務係

市広報番組「ふれあい川口」放送日時 ●JCN埼玉 9/5〜11〔月〜金12：10、土・日 8：30〕
●JCN関東 9/5〜11〔月〜金20：00、土・日19：30〕 ●市ホームページ 9/5〜
●編集・発行／平成23年9月1日／川口市広報課／〒332-8601 川口市青木2丁目1番1号
●市ホームページアドレス http://www.city.kawaguchi.lg.jp（各支所、公民館などにあるキオスク端末からもご覧になれます）
蘂048-258-1110（大代表）
●市長への手紙 （FAX）048-255-6250
（Eメール）市ホームページのトップページ＞市長への手紙から送信
●広報かわぐちの録音版や点字版を希望のかたは障害福祉課にお問い合わせください。
●広報かわぐちは市内の各公共施設・JR駅・SR駅・郵便局・銀行・信用金庫・ファミリーマート・セブンイレブン・サミット・イオンモール川口キャラ・マルエツ・
サンデーマート・アリオ川口・オーケーストア・ララガーデン川口などにも置いてあります（一部を除く）。
●広報かわぐちをとおして入手した個人情報は、目的以外に使用したり第三者に開示・提供することは一切ありません。

川口市人口・世帯数 ※（ ）内は前月対比
平成23年8月1日現在
■人口/５１７，
１３０人（−６１人）■男/２６３，
３５０人（−７４人）■女/２５３，
７８０人（+１３人）■世帯/２３３，
３９６世帯（−３５世帯）

