
《大腸・胃精密検査可能医療機関》　予約の有無については電話でお問い合わせください　令和4年7月現在 病院ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞより

病院名 住所 診療科 電話 診療曜日・受付時間

独立行政法人国立病院機構
埼玉病院

和光市諏訪2-1 消化器内科 048-462-1201 月～金　8：30～12：30

朝霞厚生病院 朝霞市浜崎703 内科 048-473-5005
月～金　8：30～11：30　13：30～16：30
　土　　　8：30～11：30

TMGあさか医療センター 朝霞市溝沼1340-1 消化器内科 0570-07-2055 月～金　8：00～16：00

上野胃腸科 朝霞市仲町1-2-31 消化器内科 048-461-6565
月～金　9：00～12：00  15：00～18：00
　土　　　9：00～15：00
（予約優先）

新座志木中央総合病院 新座市東北1-7-2 消化器内科 048-474-7211
月～金　 8：30～17：00
　土　　　 8：30～12：30

練馬光ヶ丘病院 練馬区光が丘2-11-1 消化器内科 03-3979-3611
月～金　8：00～11：30　13：00～16：00
　土　　　8：00～11：30
（紹介状持参者のみ電話予約可能）

安田病院 板橋区成増1－13－9 胃腸科 03-3939-0101 月～金　9：00～12：30　14：30～16：30

よこた内科・消化器科
板橋区成増3-48-23　　　　　
成増医療ビル

消化器科 03-3977-3391
月・火・木・金　  9：00～12：00　15：30～18：30　
　　水・土　　　   9：00～12：00　

板橋中央総合病院 板橋区小豆沢2-12-7
消化器病ｾﾝﾀ
-（内科）

03-3967-1181 　
月～金　8：00～11：00　 12：40～16：30
　土       8：00～11：30
（午後は予約診療のみ）

亀井消化器内科クリニック
板橋区成増1-28-15　
林屋ビル2階 

消化器内科 03-3976-4180
月・火・水・金・土　 9：00～12：30　14：30～18：30
(第1・3・5土　午後休診)

平塚胃腸病院 豊島区西池袋3-2-16 消化器内科
03-3982-1183　
予約専用電話

月～金　9：00～17：00
　土　　　9：00～12：00

埼玉医科大学
総合医療センター

川越市鴨田1981
消化器・肝臓
内科

049-228-3411 月～金　8：30～11：00

（財）がん研究会有明病院 江東区有明3-8-31
消化器セン
ター

03-3570-0541 月～金　8：30～16：30　

　《乳腺精密検査可能医療機関》　予約の有無については電話でお問い合わせください　令和4年7月現在 病院ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞより

病院名 住所 診療科 電話 診療曜日・受付時間

独立行政法人国立病院機構
埼玉病院

和光市諏訪2-1 乳腺外科 048-462-1201 月～金　8：30～12：30

TMGあさか医療センター 朝霞市溝沼1340-1 乳腺外科 0570-07-2055 月～金　8：00～12：00

日本大学医学部付属板橋病院 板橋区大谷口上町30-1
乳腺内分泌外
科

03-3972-8197
月～金　8：30～13：00
　土　　　8：30～11：00

練馬光ヶ丘病院 練馬区光が丘2-11-1 乳腺外科 03-3979-3611
月～金　8：00～11：30　13：00～16：00
　土　　　8：00～11：30
（紹介状持参者のみ電話予約可能）

ベルーガクリニック
板橋区蓮根3-14-1
第2カネヨビル2F

乳腺外科
0120-150-929
03-5916-0114

月～金　9：00～19：00
　土　　　9：00～17：30

板橋中央総合病院 板橋区小豆沢2-12-7 乳腺外科 03-3967-1181 
月・火・金・土　 8：00～11：30　
　　木・金　　　12：40～16：30
（完全予約制）

埼玉医科大学
総合医療センター

川越市鴨田1981
ブレストケア科
（乳腺科）

049-228-3636 月～金　14：00～16：00　（予約受付時間）

（財）がん研究会有明病院 江東区有明3-8-31 乳腺センター 03-3570-0541 月～金　8：30～16：30

聖路加国際病院 中央区明石町9-1 乳腺外科
03-5550-7120
　予約センター

月～金　8：30～17：00

がん検診の結果が要精密検査の方へ

がん検診の結果が要精密検査の方は、専門医での受診をお勧めいたします。下記に精密検査を受診できる近隣の医療機関を掲載しましたので、電
話でお問い合わせの上、早めに受診してください。検査費用は保険診療となりますが、精密検査結果連絡票（紹介状）を提示していただくと、診断の
参考になり、初診時選定療養費が必要のない医療機関もあります。撮影したレントゲンフィルムが必要な場合は貸し出しを行いますので、和光市健
康保険医療課（048-424-9128）へご連絡ください。なお、レントゲンフィルムの取り寄せに1週間程度かかりますのでご了承ください。また、医療機関に
よっては、紹介状の有効期間を3ケ月以内などに定めているところもありますのでご注意下さい。

紹介状は上記以外の医療機関でも使え
ますので、早めに精密検査を受けま
しょう



《子宮精密検査可能医療機関》　予約の有無については電話でお問い合わせください　令和4年7月現在 病院ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞより

病院名 住所 診療科 電話 診療曜日・受付時間

独立行政法人国立病院機構
埼玉病院

和光市諏訪2-1 婦人科 048-462-1201 月～金　8：30～12：30

TMGあさか医療センター 朝霞市溝沼1340-1 婦人科 0570-07-2055 月～金　8：00～16：00

新座志木中央総合病院 新座市東北1-7-2 婦人科 048-474-7211
月～金 　8：30～11：30　12：30～16：30
　土　　 　8：30～11：30

板橋中央総合病院 板橋区小豆沢2-12-7 産科・婦人科 03-3967-1181 
月～金　 8：00～11：30　12：40～16：30　
　土　　　8：00～11：30
（月～金午後・土は完全予約制）

埼玉医科大学
総合医療センター

川越市鴨田1981 産婦人科 049-228-3411 月～土　8：30～11：00

（財）がん研究会有明病院 江東区有明3-8-31 婦人科 03-3570-0541 月～金　8：30～16：30

聖路加国際病院 中央区明石町9-1
女性総合診療
部

03-5550-7120
　予約センター

月～金　8：30～17：00

　《肺精密検査可能医療機関》　予約の有無については電話でお問い合わせください　令和4年7月現在 病院ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞより

病院名 住所 診療科 電話 診療曜日・受付時間

独立行政法人国立病院機構
埼玉病院

和光市諏訪2-1 呼吸器内科 048-462-1201 月～金　8：30～12：30

朝霞厚生病院 朝霞市浜崎703 内科 048-473-5005
月～金　8：30～11：30　13：30～16：30
　土　　　8：30～11：30

新座志木中央総合病院 新座市東北1-7-2 呼吸器外科 048-474-7211
月～金　8：30～17：00
　土　　　8：30～12：30

練馬光ヶ丘病院 練馬区光が丘2-11-1 呼吸器内科 03-3979-3611
月～金　8：00～11：30　13：00～16：00
　土　　　8：00～11：30
（紹介状持参者のみ電話予約可能）

板橋中央総合病院 板橋区小豆沢2-12-7 呼吸器内科 03-3967-1181 
月～金　8：00～12：00　12：40～15：30
　土　　　8：00～12：00
（基本予約制 予約外も受付可）

埼玉県立循環器・呼吸器病　　
センター

熊谷市板井1696 呼吸器内科 048-536-9911 月～金　8：30～17：00

（財）がん研究会有明病院 江東区有明3-8-31
呼吸器セン
ター

03-3570-0541 月～金　8：30～16：30

　《前立腺精密検査可能医療機関》予約の有無については電話でお問い合わせください　令和4年7月現在 病院ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞより

病院名 住所 診療科 電話 診療曜日・受付時間

独立行政法人国立病院機構
埼玉病院

和光市諏訪2-1 泌尿器科 048-462-1201 月～金　8：30～12：30

TMGあさか医療センター 朝霞市溝沼1340-1 泌尿器科 0570-07-2055 月～金　8：00～16：00

なおあきクリニック
朝霞市仲町1-2-32　　　　 
あさかクリニックモール1
階 

泌尿器科 048-467-7140
月・火・水・金　9：00～12：00　14：30～17：00　　
木・土　　　 　　9：00～12：00
（土曜日は予約制）

永弘クリニック 新座市東北2-18-19 泌尿器科 048-474-3708
月・火・水・金　 　9：00～11：30　15：00～17：30
  　　土　　　　　 　9：00～11：30　

新座志木中央総合病院 新座市東北1-7-2 泌尿器科 048-474-7211
月～金　 8：30～12：00　12：30～16：30
　土　　　 8：30～12：00

練馬光ヶ丘病院 練馬区光が丘2-11-1 泌尿器科 03-3979-3611
月～金　8：00～11：30　13：00～16：00
　土　　　8：00～11：30
（紹介状持参者のみ電話予約可能）

板橋中央総合病院 板橋区小豆沢2-12-7 泌尿器科 03-3967-1181 
月～金　　8：00～11：00
火・水・金　12：40～16：30
第2・4土　8：00～12：00

（財）がん研究会有明病院 江東区有明3-8-31 泌尿器科 03-3570-0541 月～金　8：30～16：30

紹介状は上記以外の医療機関でも使
えますので、
早めに精密検査を受けましょう。

       問い合わせ先

 和光市健康保険医療課
 ℡：048-424-9128（直通）
 住所：埼玉県和光市広沢1－5－51
               （保健センター内）


