＊令和２年（2020 年）４月７日現在＊
日曜・祝日・夜間に急に病気になったとき、診療を行っている医療機関が市内にあります。
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

桜

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

井

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

新方

新世紀脳神経外科

048-971-3366

大字船渡 117-1

09:00～12:00

脳神経外科
神経内科

増

市川胃腸科外科病院

048-965-7100

東越谷 7-2-5

09:00～12:30

内科・胃腸科
外科・肛門科

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（内科的疾患）

大袋医院

048-977-1234

袋山 1199
山崎ビル 1A

09:00～12:30

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 5F

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

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・外科
リハビリテーション科

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

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

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 mori
1F 1404 区画

10:00～13:00
15:00～18:30

眼科

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

越谷駅前眼科

048-969-1146

越ヶ谷 1-3-8
マチナミュラー3 階 4 階

09:40～13:00
14:00～18:00

眼科

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）
糖尿代謝内科
肝臓胆のう膵臓内科
小児科

越谷ふれあいクリニック

048-960-5380

赤山本町 10-16
モンテルージュ 1F

09:00～13:00

小児外科・外科
小児科・内科

林

大
袋

大
相
模

北越谷

越
ヶ
谷

レイクタウン 3-1-1
10:00～12:45
イオンレイクタウン mori 2F 14:30～18:45

備考

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

第１・３日曜のみ診療

【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

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（内科的疾患）

大

大袋医院

048-977-1234

袋山 1199
山崎ビル 1A

09:00～12:30

内科
小児科

駅ビル医院「せんげん台」

048-978-1113

千間台西 1-67
駅ビル 5F

08:45～12:30

内科
皮膚科

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

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 mori
1F 1404 区画

10:00～13:00
15:00～18:30

眼科

越谷駅前眼科

048-969-1146

越ヶ谷 1-3-8
マチナミュラー3 階 4 階

09:40～13:00
14:00～18:00

眼科

袋

大相模

越ヶ谷

備考

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

【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

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

井

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（内科的疾患）

蒲

新越谷駅前えがわ整形外科
クリニック

048-971-9315

08:45～12:30
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

生

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

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

南越谷 1-22-8

2F・3F

【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

桜
井

医療機関名

電話番号

所在地

受付時間

診療科目

せんげん台はせがわ歯科

048-975-1182

千間台東 1-9-8

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

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

間久里ふじわら歯科
クリニック

048-940-1814

下間久里 886-69

備考

09:30～12:40
歯科・小児歯科
14:00～16:40 矯正歯科・歯科口腔外科

10:00～12:30
歯科・矯正歯科
14:00～17:30 小児歯科・歯科口腔外科

隔週で診療

地区

医療機関名

電話番号

所在地

受付時間

診療科目

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

大久保歯科医院

048-971-6226

東越谷 8-10-20

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

越谷スマイル歯科

048-972-1000

大道 715

10:00～13:30
歯科・矯正歯科
15:30～20:00 小児歯科・歯科口腔外科

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
歯科・矯正歯科
15:00～18:30 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

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

大間野デンタルクリニック

048-947-7987

大間野町 2-67-2

10:00～12:00
歯科・矯正歯科
14:00～16:30 小児歯科・歯科口腔外科

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
歯科・矯正歯科
15:00～16:30 小児歯科・歯科口腔外科

市川歯科医院

048-987-2698

南越谷 1-16-5
エムビル 1F

10:00～12:30
歯科・矯正歯科
14:15～16:30 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

10:00～12:30
歯科・矯正歯科
14:00～16:45 小児歯科・歯科口腔外科

アサヒデンタルクリニック

048-987-6405

蒲生旭町 1-52

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
歯科・矯正歯科
14:00～16:30 小児歯科・歯科口腔外科

マーブル歯科クリニック

048-962-1122

新越谷 1-15-6

10:00～13:30
歯科・矯正歯科
14:00～16:30 小児歯科・歯科口腔外科

パール歯科医院

048-967-5304

レイクタウン 3-1-1
イオンレイクタウン(mori)内
1F

10:00～12:30
歯科・矯正歯科
14:30～18:30 小児歯科・歯科口腔外科

レイクタウン
デンタルクリニック

048-990-3377

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

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

10:00～13:30
歯科・小児歯科
15:30～20:00 矯正歯科・歯科口腔外科

西方ファミリー歯科

048-940-8051

西方 1-3342-2

09:00～12:45
14:00～16:45

増
林

大
袋

出羽

蒲
生

南越谷

大
相
模

備考

要予約

09:00～12:00
歯科・小児歯科
14:00～17:00 矯正歯科・歯科口腔外科

10:30～12:30

第１・３・５日曜のみ診療
要予約

隔週で診療

歯科・矯正歯科
小児歯科

レイクタウン 4-2-2
09:30～13:00
歯科・矯正歯科
イオンレイクタウン kaze2 階 14:00～18:30 小児歯科・歯科口腔外科

1F

09:30～16:30

歯科・矯正歯科
小児歯科・歯科口腔外科

歯科・小児歯科
矯正歯科

矯正歯科は第４日曜のみ

地区

北
越
谷

越
ヶ
谷

医療機関名

電話番号

所在地

受付時間

診療科目

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

デンタルクリニック
ホワイトハート

048-970-1212

北越谷 3-1-8
アヴァンセ北越谷 1 階

アインス歯科

048-971-6416

越ヶ谷 1-1-1
柳沼 1F

09:30～12:30
歯科・矯正歯科
14:30～17:00 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
歯科・矯正歯科
13:30～18:30 小児歯科・歯科口腔外科

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

10:00～13:00
14:30～18:00

矯正歯科

備考

09:00～12:00
歯科・矯正歯科
14:00～17:00 小児歯科・歯科口腔外科
09:30～17:00

歯科・矯正歯科
小児歯科・歯科口腔外科

隔週で診療

【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

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

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
歯科・小児歯科
14:00～17:00 矯正歯科・歯科口腔外科

大袋

越谷スマイル歯科

048-972-1000

大道 715

10:00～13:30
歯科・矯正歯科
15:30～20:00 小児歯科・歯科口腔外科

蒲生

市川歯科医院

048-987-2698

南越谷 1-16-5
エムビル 1F

パール歯科医院

048-967-5304

レイクタウン 3-1-1
イオンレイクタウン(mori)内
1F

レイクタウン
デンタルクリニック

048-990-3377

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

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

10:00～13:30
歯科・小児歯科
15:30～20:00 矯正歯科・歯科口腔外科

デンタルクリニック
ホワイトハート

048-970-1212

北越谷 3-1-8
アヴァンセ北越谷 1 階

09:30～17:00

越谷エース歯科

048-940-1051

越ヶ谷 1-16-6

川村矯正歯科

048-964-2818

弥生町 2-12

増
林

大
相
模

北越谷

越
ヶ
谷

10:00～12:30
14:15～16:30

備考

歯科・矯正歯科
小児歯科・歯科口腔外科

10:00～12:30
歯科・矯正歯科
14:30～18:30 小児歯科・歯科口腔外科

レイクタウン 4-2-2
09:30～13:00
歯科・矯正歯科
イオンレイクタウン kaze2 階 14:00～18:30 小児歯科・歯科口腔外科
09:30～16:30

歯科・矯正歯科
小児歯科・歯科口腔外科

歯科・矯正歯科
小児歯科・歯科口腔外科

10:00～12:00
歯科・矯正歯科
13:30～18:30 小児歯科・歯科口腔外科
10:00～13:00
14:30～18:00

矯正歯科

祝日が月・木曜の場合は休診

※夜間については、多くの医療機関（歯科）で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。

【その他の診療可能な医療機関を探したい・受診した方が良いか相談したい場合】
埼玉県救急電話相談

＃７１１９

または

０４８－８２４－４１９９

（２４時間３６５日実施）
１．緊急に診療可能な医療機関（歯科、口腔外科、精神科を除く）をご案内します
２．看護師の相談員が、すぐに受診すべきか、家庭での対処方法などの相談に応じます。

