
【令和４年（2022年）６月発行】

◎気軽に相談できる「かかりつけ医」を持ちましょう
～「かかりつけ医」とは～

P.2

上手な医療のかかり方

＼まずは、かかりつけ医へ相談／

ー 休日・夜間／緊急の電話窓口 ー

◎越谷市夜間急患診療所
～年中無休の夜間診療～

◎休日当番医（医科・歯科）
～祝日・年末年始に実施～

◎日曜日・祝日・夜間に診療を行っている医療機関一覧

インターネット（スマホ）で調べる

〇受診すべきか迷ったとき
〇医療機関や薬局を検索したいとき

電話で相談／医療機関を探す

P.３P.３

P.４～７

P.１２

！！こんな時は迷わず１１９へ！！

◎救急車の適正利用にご協力ください
◎ためらわず救急車を呼んでほしい症状

P.８～9

◎「もしも」に備えて（AED情報やあんしんセットの準備）

P.１０

越谷市の休日診療・救急医療のご案内
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② 必要な時は専門の 

医師・医療機関を紹

介してくれる 

「かかりつけ医」を持ちましょう

１  埼玉県医療機能情報提供システムの利用 

   ｈｔｔｐ://ｗｗｗ.ｉrｙｏ-ｋｅｎｓａｋｕ.ｊｐ/ｓａｉｔａｍａ/ 

   場所や診療科目等の条件を入力すると県内の医療機関や薬局を検索できます。 

２  健康診断や予防接種などの機会に身近な医療機関に行くことで、「かかりつけ医」を 

   見つけるきっかけになります。 

１  日ごろの健康状態をよく知ってもらうと、ちょっとした体

調の変化にも気づきやすいため、病気の予防や早期発見、

早期治療につながります。 

２  病気や症状、治療法などについて、的確な診断やアドバイ

スをしてくれます。 

３  必要に応じて適切な医療機関を紹介してくれます。

参考資料：厚生労働省 上手な医療のかかり方（https://kakarikata.mhlw.go.jp） 
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【診療科目】   内科・小児科

【診療日】     毎日(年中無休)

【受付時間】   午後7時30分～午後 10時 30分

【診療時間】   午後8時～午後 11時

【電話番号等】 ＴEＬ:048-960-1000 ＦAＸ:048-960-10５7 

【所在地】    越谷市東越谷十丁目３1番地（越谷市保健所内）

※ 小児科は内科的疾患のみの診療です。 

※ 薬の処方は原則１日分となります。 

※ 翌日はかかりつけ医を受診してください。 

       まずはかかりつけ医に相談を！かかりつけ医が不在の場合・・・ 

１．祝日や年末年始などの昼間に診療を受けたいとき （休日当番医）  

越谷市では、日曜日以外の祝日や年末年始などに急病になったときや歯が痛くなったときには、休

日当番医（医科及び歯科）が診療を行っています。休日当番医の情報は、広報こしがや、市ホームペー

ジでご覧になれます。 

２．夜間に急病になったとき （越谷市夜間急患診療所） 

越谷市夜間急患診療所

ホームページはこちら

休日や夜間に病気になったとき

～受診の際の注意～ 

＊休日当番医・夜間急患診療所は、急患（急性の病気）が対象です。 

＊事前に医療機関へ電話連絡のうえ、受診してください。 

＊受診の際は、健康保険証等をお持ちください。 

＊診療は有料です（医療費が通常と異なる場合があります）。

※当診療所は、平成 30 年(2018 年)11 月から住所表

示が変更となりました。カーナビゲーションや、スマー

トフォンの地図情報によっては、住所検索で場所が正

しく表示されない場合がありますのでご注意くださ

い。
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＊令和４年（202２年）４月８日現在＊ 

日曜・祝日・夜間に急に病気になったとき、市内には診療を行っている医療機関があります。 

なお、大型連休や年末年始、お盆の時期等は、休診する場合がありますので、受診の前に各医療機

関に必ずお問い合わせください。 

【日曜日】 
事前に医療機関に電話連絡のうえ、受診してください。（診療状況が変更となる場合があります） 

地区 医療機関名 電話番号 所在地 受付時間 診療科目 備考 

桜

井

一番ヶ瀬医院 048-976-8111 平方 1973-1 
09:00～11:５0
1５:00～17:５0

小児科 
内科 

遠藤クリニック 048-978-1781 千間台東 1-9-1 09:00～13:00
内科・小児科 

リハビリテーション科 

たかはしキッズクリニック 048-978-041５ 大里 10-1 2 階 09:00～12:00
小児科・アレルギー科 

皮膚科 
第 2・4・５ 日曜のみ診療 

増林 越谷市夜間急患診療所 048-960-1000 東越谷 10-31 19:30～22:30
内科 
小児科 

小児科は 
内科的疾患のみ診療 

大

袋

大袋医院 048-977-1234 
袋山 1199 
山崎ビル 1A 

08:4５～12:30
内科 
小児科 

第３日曜は休診

駅ビル医院「せんげん台」 048-978-1113 
千間台西 1-67 
駅ビル「トスカ」５ 階 

08:4５～12:30
内科 
皮膚科 

第３日曜は休診 

しもかわクリニック 048-970-7770 袋山 2048-1 08:30～12:00
内科 
小児科 

第１・３・５日曜のみ診療 

まえだ整形外科 048-984-7270 
千間台西3-2-12 

イオンスタイルせんげん台 
2階 

09:00～12:00
整形外科 

リハビリテーション科 

蒲生 南越谷病院 048-987-2811 南越谷 1-4-63 
08:30～11:30
13:00～1５:30

整形外科・皮膚科 
内科 

南
越
谷

南越谷健身会クリニック 048-990-0777 七左町 1-304-1 09:00～12:30 内科 

十全病院 048-964-7377 赤山町５-10-18 09:00～11:4５
当日の担当医の専門を 
確認してください 

担当医の専門外は 
応急処置、他医紹介等 

大
相
模

レイクタウン眼科 048-988-724５ 
レイクタウン 8-10-6 

レイクタウンDMビル 3階 
10:00～12:30
14:00～18:30

眼科 
検査内容により 

受付終了時間の早いもの、 
予約が必要なものあり 

おだやかライフ 
内科クリニック 

048-990-323５ 
レイクタウン 3-1-1 

イオンレイクタウンｍｏrｉ 2 階 
10:00～12:4５
14:30～18:4５

内科・循環器内科・心臓内科 

呼吸器内科・糖尿病内科 

脂質代謝内科・アレルギー科 

キャップスクリニック 
越谷レイクタウン 

048-940-6813 
レイクタウン 3-1-1 

イオンレイクタウンｍｏrｉ 1 階 
08:4５～12:4５
14:4５～20:4５

小児科  

越谷にしはら眼科 048-972-6266 
レイクタウン 3-1-1 

イオンレイクタウンｍｏrｉ1 階 
 1404区画 

10:00～13:00
1５:00～18:30

眼科 

北越谷 青木耳鼻咽喉科 048-971-4933 北越谷2-19-５ 
08:4５～12:00
14:4５～18:00

耳鼻咽喉科 完全予約制 

越
ヶ
谷

新林眼科 048-966-7946 
越ヶ谷 1-1５-1 
池松ビル２階 

11:00～13:30 
1５:00～17:30

眼科 

きたずみ内科クリニック 048-962-1５17 
赤山町 2-23５-1 
メディトピア 1 階 

08:30～12:00

内科・外科（内視鏡） 
糖尿病代謝内科 
肝臓胆のう膵臓内科 

小児科 

第 1・3日曜のみ診療 

日曜日・祝日・夜間(19時以降受付)に 
診療を行っている医療機関一覧

医療機関一覧（医科） 
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【祝日】 
事前に医療機関に電話連絡のうえ、受診してください。（診療状況が変更となる場合があります）

地区 医療機関名 電話番号 所在地 受付時間 診療科目 備考 

増林 越谷市夜間急患診療所 048-960-1000 東越谷 10-31 19:30～22:30
内科 
小児科 

小児科は 
内科的疾患のみ診療 

大

袋

大袋医院 048-977-1234 
袋山 1199 
山崎ビル 1A 

08:4５～12:30
内科 
小児科 

小児科については必ず問い
合わせを行う 

駅ビル医院「せんげん台」 048-978-1113 
千間台西 1-67 
駅ビル「トスカ」５ 階 

08:4５～12:30
内科 
皮膚科 

大相模

レイクタウン眼科 048-988-724５ 
レイクタウン 8-10-6 
レイクタウンＤＭビル３階 

10:00～12:30
14:00～18:30

眼科 
検査内容により受付終了時間の 

早いもの、予約が必要なものあり 

祝日が木曜の場合は休診

キャップスクリニック 
越谷レイクタウン 

048-940-6813 
レイクタウン 3-1-1 

イオンレイクタウンｍｏrｉ 1 階 
08:4５～12:4５
14:4５～20:4５

小児科  

越谷にしはら眼科 048-972-6266 
レイクタウン 3-1-1 

イオンレイクタウンｍｏrｉ1 階 
1404区画 

10:00～13:00
1５:00～18:30

眼科  

【夜間】
事前に医療機関に電話連絡のうえ、受診してください。（診療状況が変更となる場合があります） 

地区 医療機関名 電話番号 所在地 受付時間 診療科目 備考 

桜

井

まくり整形外科クリニック 048-97５-3131 下間久里 171-1 
09:00～13:00
1５:00～20:00

整形外科 
リハビリテーション科 

内科 
祝日を除く月～金曜 

遠藤クリニック 048-978-1781 千間台東 1-9-1 
13:00～17:00
18:00～21:00

内科・小児科 
リハビリテーション科 

祝日を除く月～木曜 

増林 越谷市夜間急患診療所 048-960-1000 東越谷 10-31 19:30～22:30
内科 
小児科 

小児科は 
内科的疾患のみ診療

蒲

生

新越谷駅前えがわ整形外科 
クリニック 

048-971-931５ 
南越谷 1-22-8 
ＴMビル 2階・3階 

09:１５～13:00
14:4５～19:30

整形外科 
リハビリテーション科 

リウマチ科 
月曜のみ夜間診療 

蒲生東診療所 048-986-7５00 蒲生東町7-32 1５:00～20:00
内科・小児科 

リハビリテーション科 
水曜のみ夜間診療 

南越谷 十全病院 048-964-7377 赤山町５-10-18 
09:00～11:4５
14:00～16:4５
17:30～19:1５ 

当日の担当医の専門を 
確認してください 

祝日を除く月～金曜 
担当医の専門外は 
応急処置、他医紹介等 

大相模
キャップスクリニック 
越谷レイクタウン 

048-940-6813 
レイクタウン 3-1-1 

イオンレイクタウンｍｏrｉ 1 階 
08:4５～12:4５
14:4５～20:4５

小児科  

北越谷 青木耳鼻咽喉科 048-971-4933 北越谷2-19-５ 
08:4５～12:00
14:4５～20:00

耳鼻咽喉科 
水曜・祝日を除く月～金曜 

完全予約制 

越ヶ谷
越谷駅前たんぽぽ 
メンタルクリニック 

070-8360-0５５6 
弥生町 1-14 

ＴAＳ越谷ビルディング30５ 
09:00～13:00
1５:00～21:00

心療内科 
精神科 

月曜のみ夜間診療 

コラム 人生会議（ＡＣＰ：アドバンス・ケア・プランニング）について考えてみませんか？

誰でも、いつでも、命に関わる大きな病気やケガをする可能性があります。 

そのようなときに、自分が希望する医療やケアを受けたいと思いませんか？ 

人生会議（ＡＣＰ：アドバンス・ケア・プランニング）とは 

もしもの時に、自分が望む医療やケアを受けるために、本人、家族、医療・ケア 

チームと元気なうちから繰り返し話し合い、共有する取り組みのことです。

 越谷市では、人生会議（AＣP）の取組を進めるために、市民向けの講演会や 

地域のサロンや自治会等での出張講座を実施しています。詳しくは下記まで 

お問合せください。 

問合せ 越谷市保健医療部地域医療課   電話:０４８-９７２-４７７７ 
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【日曜日】
事前に医療機関に電話連絡のうえ、受診してください。（診療状況が変更となる場合があります）

地区 医療機関名 電話番号 所在地 受付時間 診療科目 備考 

桜

井

せんげん台にじいろ歯科 
クリニック 

048-977-3223 大泊 10５7-５ 
09:30～11:30
14:00～16:30

歯科・小児歯科 
矯正歯科・歯科口腔外科 

藤田矯正歯科 048-970-1184 
千間台東 1-10-1 
パークプラザ3Ｆ 

10:00～12:20
1５:00～17:５0

矯正歯科 隔週で診療 

せんげん台東口歯科 048-977-0777 千間台東 2-707 2Ｆ 
09:00～13:00
14:30～19:30

歯科・矯正歯科 
歯科口腔外科 

グッドウェーブせんげん台 
はせがわ歯科 

048-97５-1182 千間台東 1-9-8 
09:30～12:40
14:00～16:40

歯科・小児歯科 
矯正歯科・歯科口腔外科 

山本歯科医院 048-979-2246 下間久里 397-1 08:00～12:00
歯科・矯正歯科 
小児歯科 

増

林

ハートファミリー歯科越谷 048-961-8848 
東越谷 1-1-1 
共生ビル 1 階 

10:00～18:00
歯科・矯正歯科 

小児歯科・歯科口腔外科 

ひらた小児矯正歯科 048-969-6480 東越谷 6-28-2 2Ｆ 10:00～12:30
歯科・矯正歯科 
小児歯科 

要予約 

大久保歯科医院 048-971-6226 東越谷8-10-20 
09:00～12:00
14:00～17:00

歯科・小児歯科 
矯正歯科・歯科口腔外科 

あい歯科クリニック 048-96５-５216 花田 ５-10-21 09:00～12:00
歯科・矯正歯科 

小児歯科・歯科口腔外科 

フレンド歯科 048-969-6162 増森 1730-2 09:30～13:00
歯科・矯正歯科 

小児歯科・歯科口腔外科 

大

袋

くま歯科医院 048-971-4618 
千間台西2-16-2 

カレントホームズ0101 号 
10:00～13:00
1５:00～18:30

歯科・矯正歯科 
小児歯科・歯科口腔外科 

森田歯科医院 048-970-1717 千間台西５-2-1 10:00～12:30
歯科・小児歯科 
歯科口腔外科 

第１・３・５日曜のみ診療 
要予約 

ふたば歯科医院 048-971-4182 
袋山 1211 

パストラスヒル 1Ｆ 
09:30～13:00
1５:00～18:30

歯科・矯正歯科 
小児歯科・歯科口腔外科 

やまざき歯科 048-971-8884 
袋山 1347-6 
シャングリラ 2階 

08:00～16:4５
歯科・小児歯科 
歯科口腔外科 

蒲

生

たけまさ歯科 048-990-8148 
南越谷 1-11-9 

東京宝石第２ビル3階 
10:00～13:00
1５:00～16:30

歯科・矯正歯科 
小児歯科・歯科口腔外科 

南越谷ツルヤ歯科医院 048-963-886５ 
南越谷 1-27-５ 

ラフォーレドール 10５ 
10:00～14:4５

歯科・矯正歯科 
小児歯科・歯科口腔外科 

葉月歯科クリニック 048-990-５00５ 蒲生愛宕町 10-17 09:00～12:00
歯科・小児歯科 
歯科口腔外科 

もみのき歯科 048-999-6491 
蒲生寿町 1５-32 

コットンフィールズ 101 
09:30～12:00
14:00～17:30

歯科・小児歯科 
歯科口腔外科・矯正歯科 

初診の最終受付は17時まで

エンゼル歯科クリニック 048-990-５５00 蒲生西町2-1-36 
10:00～13:30
14:00～16:30

歯科・矯正歯科 
小児歯科・歯科口腔外科 

川柳 歯医者の杜 048-988-0866 
伊原 1-4-1 
西友蒲生伊原店 

10:00～11:30 
14:00～16:00

歯科・矯正歯科 
小児歯科・歯科口腔外科 

南越谷 マーブル歯科クリニック 048-962-1122 新越谷 1-1５-6 
10:00～12:30
14:00～16:30

歯科・矯正歯科 
小児歯科・歯科口腔外科 

大
相
模 

レイクタウン 
デンタルクリニック 

048-990-3377 
レイクタウン 4-2-2 

イオンレイクタウン ｋａｚｅ2 階 
09:30～13:３0
14:３0～18:30

歯科・矯正歯科 
小児歯科・歯科口腔外科 

レイクタウン市川歯科医院 048-967-５300 
レイクタウン７-３-２ 
フードスクエア 

越谷レイクタウン店内 
09:30～16:30

歯科・矯正歯科 
小児歯科・歯科口腔外科 

スマイル歯科 
レイクタウンクリニック 

048-940-8180 レイクタウン 9-1-29 
10:00～13:00
1５:30～19:30

歯科・小児歯科 
矯正歯科・歯科口腔外科 

医療機関一覧（歯科） 
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地区 医療機関名 電話番号 所在地 受付時間 診療科目 備考 

大相模 西方ファミリー歯科 048-940-80５1 西方 1-3342-2 1Ｆ 
09:00～12:4５
14:00～16:4５

歯科・小児歯科 
矯正歯科 

矯正歯科は第3日曜のみ 

北
越
谷

北越谷中央歯科 048-971-3848 
北越谷 2-40-19 

エトワールシャトー 101 
10:00～12:30

歯科・矯正歯科 
小児歯科・歯科口腔外科 

北越谷歯科 048-970-3333 北越谷2-42-10-1 
09:00～12:00
14:00～17:00

歯科・矯正歯科 
小児歯科・歯科口腔外科 

越
ヶ
谷

アインス歯科 048-971-6416 
越ヶ谷 1-1-1 
柳沼 1Ｆ 

09:30～12:30
14:30～17:00

歯科・矯正歯科 
小児歯科・歯科口腔外科 

越谷エース歯科 048-940-10５1 越ヶ谷 1-16-6 
10:00～12:00
13:30～18:30

歯科・矯正歯科 
小児歯科・歯科口腔外科 

あらかき歯科医院 048-966-2322 
越ヶ谷５-2-2 
Ｋ'レセンテＡ 

10:00～12:30
1５:00～20:00

歯科・矯正歯科 
小児歯科 

河野歯科医院 048-962-23５５ 越ヶ谷本町 1-30 14:00～17:30
歯科・矯正歯科 
小児歯科 

川村矯正歯科 048-964-2818 
弥生町 2-12 
高三ビル２階 

10:00～13:00
14:30～17:30

矯正歯科 隔週で診療 

やまざき矯正歯科クリニック 048-967-4618 
赤山本町8-５ 
山六ビル１階 

09:30～14:00 矯正歯科 月２回診療 

【祝日】
事前に医療機関に電話連絡のうえ、受診してください。（診療状況が変更となる場合があります） 

地区 医療機関名 電話番号 所在地 受付時間 診療科目 備考 

桜井 せんげん台東口歯科 048-977-0777 千間台東2-707 2Ｆ 
09:00～13:00
14:30～19:30

歯科・矯正歯科 
歯科口腔外科 

増
林

ハートファミリー歯科越谷 048-961-8848 
東越谷 1-1-1 
共生ビル 1 階 

10:00～13:30
歯科・矯正歯科 

小児歯科・歯科口腔外科 

大久保歯科医院 048-971-6226 東越谷8-10-20 
09:00～12:00
14:00～17:00

歯科・小児歯科 
矯正歯科・歯科口腔外科 

大
相
模

レイクタウン 
デンタルクリニック 

048-990-3377 
レイクタウン 4-2-2 

イオンレイクタウン ｋａｚｅ2 階 
09:30～13:30
14:30～18:30

歯科・矯正歯科 
小児歯科・歯科口腔外科 

レイクタウン市川歯科医院 048-967-５300 
レイクタウン７-３-２ 
フードスクエア 

越谷レイクタウン店内 
09:30～16:30

歯科・矯正歯科 
小児歯科・歯科口腔外科 

越谷レイクタウン歯科 
クリニック 

048-940-1328 
レイクタウン 8-6-1 

ブリリア越谷レイクタウン１階 
10:00～12:30
14:30～19:00

歯科・矯正歯科 
小児歯科・歯科口腔外科 

スマイル歯科 
レイクタウンクリニック 

048-940-8180 レイクタウン 9-1-29 
10:00～13:00
1５:30～19:30

歯科・小児歯科 
矯正歯科・歯科口腔外科 

越
ヶ
谷

越谷エース歯科 048-940-10５1 越ヶ谷 1-16-6 
10:00～12:00
13:30～18:30

歯科・矯正歯科 
小児歯科・歯科口腔外科 

あらかき歯科医院 048-966-2322 
越ヶ谷５-2-2 
Ｋ'レセンテＡ 

10:00～12:30
1５:00～20:00

歯科・矯正歯科 
小児歯科 

祝日が水曜の場合は休診 

川村矯正歯科 048-964-2818 
弥生町 2-12 
高三ビル２階 

10:00～13:00
14:30～17:30

矯正歯科 祝日が月・木曜の場合は休診

※多くの医療機関（歯科）で夜間も診療を行っていますので、各医療機関にお問い合わせください。 
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[a1]

令和３年中の越谷市における１日あたりの平均の救急出動件数は約４３件で、約３３分に１件の割合

で出動していることになります。 

越谷市では、現在、８台の救急車を運用していますが、すべての救急車が出動した場合は非常用の

救急車を消防隊が運用するほか、症状が重い場合などは消防隊が消防車で出動し、救急隊が到着す

るまでの間、応急処置を実施するなどの対応をしています。 

救える命を救うことに繋げるために、緊急性が低く自家用車や公共交通機関を使って、ご自分で病

院に行けるような場合は、救急車の利用はお控えください。ただし、次のような症状がある場合はた

めらわず１１９番通報をしてください。 

救急車は地域を守るセーフティネットです。「救急車の適正利用」にご協力をお願いします。 

こんな症状がみられたら、ためらわずに１１９番に連絡してください！ 

重大な病気やけがの可能性があります。 

令和３年中の越谷市の救急データ 

出動件数１５，６７９件 

搬送人数１２，２２８人 

搬送人数のうち５１％が軽症と診断 

ためらわず救急車を呼んでほしい症状（小児） 

意識の障害 

・意識がない（返事がない）又はおかしい（もう

ろうとしている） 

じんましん 

・虫に刺されて、全身にじんましんが出て、顔

色が悪くなった 

生まれて３ヶ月未満の乳児 

・乳児の様子がおかしい 

けいれん 

・けいれんが止まらない 

・けいれんが止まっても、意識が戻らない 

やけど 

・痛みのひどいやけど ・広範囲のやけど 

飲み込み 

・変なものを飲み込んで、意識がない 

事故 

・交通事故にあった（強い衝撃を受けた） 

・水におぼれている ・高所から転落 

その他、いつもと違う場合、 
様子がおかしい場合 

救急車の適正利用にご協力ください
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こんな症状がみられたら、ためらわずに１１９番に連絡してください！ 

重大な病気やけがの可能性があります。 

こんな症状がみられたら、ためらわずに１１９番に連絡してください！ 

重大な病気やけがの可能性があります。 

意識の障害 

・意識がない（返事がない）又はおかしい（もう

ろうとしている） 

・ぐったりしている 

けいれん 

・けいれんが止まらない 

・けいれんが止まっても、意識が戻らない 

けが・やけど 

・大量の出血を伴う外傷 

・広範囲のやけど 

吐き気 

・冷や汗を伴うような強い吐き気 

飲み込み 

・食べ物をのどにつまらせて、呼吸が苦しい 

・変なものを飲み込んで、意識がない 

事故 
・交通事故にあった（強い衝撃を受けた） 

・水におぼれている 

・高所から転落 

その他、いつもと違う場合 
様子がおかしい場合 

ためらわず救急車を呼んでほしい症状（大人） 

突然のこんな症状の時にはすぐ１１９番（高齢者） 

意識の障害 

・意識がない（返事がない）又はおかしい（もう

ろうとしている） 

けいれん 

・けいれんが止まらない 

けが・やけど 

・大量の出血を伴うけが 

・広範囲のやけど 

吐き気 

・冷や汗を伴うような強い吐き気 

飲み込み 

・物をのどにつまらせた 

事故 

・交通事故や転落で強い衝撃を受けた 

その他、いつもと違う場合 
様子がおかしい場合 

高齢者は自覚症状が出にくい場合も 
ありますので注意しましょう 

出典：消防庁ホームページ（http://www.fdma.go.jp/）

救急車利用マニュアル（http://www.fdma.go.jp/html/life/kyuukyuusya_manual/index.html）を加工して作成 
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越谷市内のAED設置施設の情報が地図上で確認できます（こしがや住まいるマップ） 

AED情報→同意する→住所を指定して地図を表示 

→住所を選択→ここまでの地図を表示 

また、尊い命を守るため、多くの市民が集まる行事などに、市民の方々が安心して参加できるよう、

貸出AEDをご利用ください。 

※貸出しの対象は、越谷市が主催、共催、協賛又は後援する行事や市民が主催する営利を目的としな

い行事などです。詳しくは越谷市ホームページをご覧ください。 

日ごろから通院や入院時に必要なものをご自身で分かりやすい袋やケースにまとめて準備してお

くことです。もしもの時に、慌てることがないように「あんしんセット」を準備しましょう。

越谷市では、住み慣れた地域でその人らしい生活を送ることができるように医療機関とケアマネジ

ャー等の専門職が連携し、入退院をスムーズに進められるように取り組んでいます。 

問合せ 越谷市保健医療部地域医療課  電話:048-972-4777 

ＡＥＤ情報 

越谷市消防局 救急課 

電  話：048-974-0107（直通） 

問合せ：平日8：30～17：00 

受診や入院時にご自身が必要

な大切なものをケースなどに

入れ保管しておきましょう 

「通院・入院時 あんしんセット」とは
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越谷市では、骨髄等の移植及びドナー登録の推進を図るため 

骨髄または末梢
しょう

血幹細胞を提供した市民に対して 

助成金を交付しています。 

＊ 助 成 対 象 者 ＊ ＊ 助 成 内 容 ＊ 

次のすべてに該当する方 

１．日本骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業

において、骨髄等の提供を完了した方、また

は骨髄等の提供に係る最終同意後に骨髄等

の提供が中止された方で、日本骨髄バンク

からこれを証明する書類の交付を受けた方 

２．骨髄等を提供した日において、市内に住所

を有する方 

３．ドナー休暇の対象とならない方 

４．他の法令等により骨髄等の提供に係る助成

金等の交付を受けていない方 

骨髄等の提供のため、下記の通院または入院等に

要した日数に対し、７日間を限度に１日２万円を助

成します。 

１．健康診断のための通院 

２．自己血貯血のための通院 

３．骨髄等の採取のための入院 

４．その他骨髄等の提供に関し、日本骨髄バンクが

必要と認めるもの 

※骨髄等の提供により生じた健康被害のための通

院等は除きます 

＊ 申 請 方 法 ＊

＊ 必 要 書 類 ＊ ＊ 申 請 期 間 ＊ ＊ 申 請 先 ＊ 

１．越谷市骨髄移植ドナー助成金交

付申請書兼請求書 

２．日本骨髄バンクが発行した骨髄

等の提供が完了したことを証明

する書類（原本） 

３．健康保険証の写し 

４．振込先口座が確認できる書類

（通帳の写し等） 

骨髄等の提供が完了した

日から９０日以内 

窓口に持参または郵送 

〒343-0023 

越谷市東越谷 10-31 

越谷市保健医療部地域医療課 

（越谷市保健センター内） 

※骨髄等とは骨髄・末梢血幹細胞をいいます。

 問合せ 

越谷市保健医療部地域医療課 

電話:048-972-4777 

平日（月曜日～金曜日） 

午前8時30分～午後５時 1５分 

骨髄移植ドナー支援事業のご案内

申請書等は越谷市ホームページから 

ダウンロードできます！ 
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インターネットで調べる

～受診すべきか迷ったとき～

埼玉県ＡＩ救急相談

急な病気やけがに関して、チャット形式で相談した内容をもとにＡＩ(人工知能)が受診すべきか 

どうかなどをアドバイスします。詳しくは、「埼玉県 AＩ 救急相談」でご検索ください。

こどもの救急 

ｈｔｔｐ://ｋｏdｏｍｏ-ｑｑ.ｊｐ/（モバイルサイト ｈｔｔｐ://ｑｑｍ.ｊｐ/） 

 子どもが夜間や休日などの診療時間外に具合が悪くなった時に、症状をホームページ上でチェックでき、病院に行くか

行かないかの目安を提供しています。

～埼玉県内の医療機関や薬局を検索したいとき～

埼玉県医療機能情報提供システム

ｈｔｔｐ://ｗｗｗ.ｉrｙｏ-ｋｅｎｓａｋｕ.ｊｐ/ｓａｉｔａｍａ/ 

 埼玉県では、場所や診療科目・時間などの条件を入力すると、県内の約１万か所の医療機関や薬局を検索できる「埼玉県

医療機能情報提供システム」をホームページで公開しています。地図表示により場所を確認することも出来ます。

電話で調べる・相談する

～急病について相談したいとき・緊急に診療してくれる医療機関を探したいとき～

埼玉県救急電話相談

急な病気やけがに関して、看護師の相談員が医療機関を受診すべきかどうかなどをアドバイスしますので、判断に迷っ

たときはお気軽にお電話ください。また、緊急に診療できるお近くの医療機関（歯科、口腔外科及び精神科を除く）の所在

地、電話番号、診療科目などもご案内いたします。 

～精神科の急病について相談したいとき～ 

埼玉県精神科救急情報センター

０４８-７２３-８６９９ 

＜相談時間＞平日（月～金）：午後５時～翌朝８時３０分    土・日・祝・年末年始：午前８時３０分～翌朝８時３０分 

夜間・休日において、精神疾患を有する方や、そのご家族などからの緊急的な精神医療相談に応じます。緊急性の高い

相談に対応することを業務としておりますので、時間をかけた継続的な相談はご遠慮ください。

 編集発行 

越谷市保健医療部地域医療課（越谷市保健センター内） 

  電話:０４８-９７２-４７７７  ＦAＸ:０４８-972-6244 

平日（月曜～金曜）午前８時３０分～午後５時１５分 

♯
※ダイヤル回線、ＩＰ電話、

ＰＨＳをご利用の場合は、

０４８‐８２４‐４１９９
７

調べる・相談する

１ １ ９
２４時間 
相談対応 

年中無休
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