医療法人社団
水府会

かわかみ心療クリニック

TEL048-600-5555

（川上 保之）

FAX048-600-5556

〒330-0081 さいたま市中央区新都心4-8 新都心ファーストビル3F

http://www.kawakamiclinic.jp/index.html

精神科／心療内科／児童（思春期）
精神科
●診療時間

月・火・金 9:00～13:00、15:00～19:00
水 9:00～12:00、13:00～17:00
土 9:00～12:00、13:00～16:00
●休 診 日 木、日、祝日
●予約方法 電話予約（完全予約制）

●生活保護 可
●自立支援医療機関の指定 あり
●外国語対応 あり（英語）

◆グループ活動 あり（通院集団精神療法）
◆デイケア等 なし
◆訪問看護 あり
◆心理カウンセリング あり（併設機関で実施）
◆主なスタッフ 医師、
臨床心理士、ソーシャルワーカー、
看護師

さいたま
赤十字病院
埼玉県立
小児医療センター

医療機関から
心理療法、カウンセリングを併設施設で実施しています。日本医師会の
感染症対策実施認定を受けています。
安心しておいで下さい。

北与野駅より徒歩2分、さいたま
新都心駅西口より徒歩5分
駐車場なし

地方独立行政法人 埼玉県立病院機構

埼玉県立小児医療センター

TEL048-601-2200

（岡 明）

FAX048-601-2201

〒330-8777 さいたま市中央区新都心1番地2 https://www.saitama-pho.jp/scm-c/index.html
精神科／その他
●診療時間 8:45～17:00
●休 診 日 土、日、祝日、年末年始
※診療科によっては診察のない曜日あり
●予約方法 紹介制 ＋ 電話予約（下記参照）

号

17

●心理カウンセリング：精神科初診後、精神科からの依頼で実施。
同日に精神科の診察を受けることが必要。
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下落合小

崎線
・高
宮線
宇都

さいたま
赤十字病院
合同庁舎

医療機関から
●診療対象：原則として12歳未満の方
●紹介制 ＋ 予約制
●予約先：保健発達受付 048-601-2165

コクーン
シティ

線
東北
京浜

国道

◆病床数 316床（うち精神病床0床）
◆グループ活動 なし
◆デイケア等 なし
◆訪問看護 なし
◆心理カウンセリング あり（医療機関で実施）
◆主なスタッフ 医師、
臨床心理士
（公認心理師）
、
ソーシャルワーカー、
作業療法士、
言語聴覚士

●生活保護 可
●自立支援医療機関の指定 あり
●外国語対応 あり
（電話通訳等を使用。対応言語について
は、医療機関にお問い合わせください）

ブリランテ
武蔵野

さいたま新都心駅より徒歩約5分、北
与野駅より徒歩約6分
駐車場あり（機械式320台、平置き15台）

社会福祉法人
シナプス

埼玉精神神経センター

TEL048-857-6811

（丸木 雄一）

FAX048-851-4336

〒338-0003 さいたま市中央区本町東6-11-1

http://www.saitama-ni.com

精神科／神経内科／歯科・口腔外科／リハビリテーション科／放射線科
●診療時間 9:00～11:00、13:30～15:30
●休 診 日 土午後、日、祝日
※時間外・休日の救急診療外来あり
（来院前に電話で確認）
●予約方法 初診のみ電話予約

●生活保護 可
●自立支援医療機関の指定
●外国語対応 なし

あり

◆病床数 359床（うち精神病床243床）
◆グループ活動 あり（精神科作業療法）
◆デイケア等 あり（デイケア、ナイトケア、ショートケア）
※主治医が他機関の場合の利用：可
◆訪問看護 あり（訪問看護ステーションなし）
◆心理カウンセリング あり
◆主なスタッフ 医師、公認心理師、ソーシャルワーカー、作業療法士

医療機関から
当院は、精神科救急として24時間、救急患者様の受診相談を受けて
おります。また、認知症疾患医療センターとして、認知症の相談や物
忘れ外来を行っております。
お問い合わせ先は、医療福祉相談室 048-857-6817 までお願
いします。

鷺谷メンタルクリニック
TEL048-856-4108

北与野駅より徒歩15分
駐車場あり（89台）※ただし有料
（外来患者4時間まで無料）

（鷺谷 公子）

FAX048-856-4108

〒338-0001 さいたま市中央区上落合9-10-21 OMIビル1Ｆ

https://sagiya-mc.com

精神科／心療内科
●診療時間

月 9:30～12:30
火・木・金 9:30～12:30、13:30～16:30
土 10:00～12:00、13:00～16:00
●休 診 日 水、日、祝日
●予約方法 電話予約（完全予約制）

●生活保護 可
●自立支援医療機関の指定
●外国語対応 なし

あり

◆グループ活動 なし
◆デイケア等 なし
◆訪問看護 なし
◆心理カウンセリング あり（医療機関で実施）
◆主なスタッフ 医師、看護師、事務

医療機関から
現在、精神分析的精神療法を希望される方のみ、初診をお受けし
ています。

大宮駅西口より徒歩8分
駐車場あり(1台)
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医療法人社団
東西会

東西医学ビルクリニック

TEL048-858-8380

（齋藤 竜太郎）

FAX048-858-8381

〒338-0001 さいたま市中央区上落合8ｰ2ｰ12 さいたま新都心ビル3F

https://touzaiigaku.com

内科／皮膚科／アレルギー科／整形外科／神経科／心療内科
●診療時間

火・金・土 9:30～12:00、14:00～17:30
木 9:30～12:00
第1・3・5日 10:00～12:00、14:00～17:00
●休 診 日 第2・4日曜日、月、祝日、木午後
●予約方法 電話予約
◆グループ活動 なし
◆デイケア等 なし
◆訪問看護 なし
◆心理カウンセリング
◆主なスタッフ 医師

●生活保護 可
●自立支援医療機関の指定
●外国語対応 なし

あり

なし

医療機関から
漢方中心のクリニックです。

大宮駅西口より徒歩10分
駐車場あり(3台)

イケダ医院

（佐藤 一夫）

TEL048-852-2176

FAX048-852-2176

〒338-0822 さいたま市桜区中島4-5-25 http://ikedaclinic.web.fc2.com/
内科／心療内科／精神科
●診療時間

月・火・水・金 9:00～12:00、15:00～18:00
土 9:00～12:00
●休 診 日 木、日、祝日
●予約方法 初診電話予約

●生活保護 可
●自立支援医療機関の指定
●外国語対応 なし

◆グループ活動 なし
◆デイケア等 なし
◆訪問看護 なし
◆心理カウンセリング なし
◆主なスタッフ 医師、事務

医療機関から
患者さんのお話をお聞きし、治療として薬は最少量にしております。
患者さんの環境も考慮しています。

駐車場あり(4台)
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あり

浦和すずのきクリニック
TEL048-845-5566

（喜多 映介）

FAX048-845-5963

〒338-0837 さいたま市桜区田島7-17-21

http://www.urawa-suzunoki.net/

心療内科／精神科／神経科
●生活保護 可
●自立支援医療機関の指定 あり
●外国語対応 あり（英語）

●診療時間 10:00～13:00、15:00～18:00
受付時間 9:30～12:30、14:30～17:30
●休 診 日 日、祝日
●予約方法 電話予約、窓口予約
◆グループ活動 あり
◆デイケア等 あり（精神科デイケア、重度認知症デイケア）
※主治医が他機関の場合の利用：可
◆訪問看護 なし
◆心理カウンセリング あり（併設機関で実施）
◆主なスタッフ 医師、臨床心理士、ソーシャルワーカー、
作業療法士、看護師

医療機関から
地域の高齢者医療・福祉に取り組んでいます。

西浦和駅より徒歩7分
駐車場あり(10台)

保科クリニック

（保科 孝行）

TEL048-711-1334
〒338-0837 さいたま市桜区田島１-7-21-3

https://hoshina.clinic/

内科、循環器科、
糖尿病、呼吸器科、精神科、消化器科
●診療時間
（精神科）
●休 診 日
●予約方法

木 14:00～18:00、金
土 8:30～14:00
日、祝日
電話予約、ネット予約

●生活保護 可
●自立支援医療機関の指定
●外国語対応 なし
和駅

西浦

あり

野線

武蔵

コンビニ
新大宮バイパス

◆グループ活動 なし
◆デイケア等 なし
◆訪問看護 なし
◆心理カウンセリング なし
◆主なスタッフ 医師、看護師

9:00～12:00、14:00～18:00

田島保育園

郵便局
コンビニ

西浦和駅より徒歩10分
駐車場あり（17台）
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さいたま市総合療育センターひまわり学園 療育センターさくら草

TEL048-710-5811
〒338-0837

さいたま市桜区田島2-16-2

（小峯 真紀）

FAX048-839-0352
http://www.city.saitama.jp

小児科／児童精神科／整形外科／リハビリテーション科／耳鼻いんこう科
●診療時間 9:00～17:00
●休 診 日 土、日、祝日、12月29日～1月3日
●予約方法 電話予約
◆グループ活動 なし
◆デイケア等 なし
◆訪問看護 なし
◆心理カウンセリング なし
◆主なスタッフ 医師、臨床心理士、ケースワーカー、
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護師

●生活保護 可
●自立支援医療機関の指定 あり
●外国語対応 なし（通訳ボランティ
ア等応相談）

医療機関から
お子さんの発達の観点から、各種の心配・遅れなどへの対応を行っ
ています。

西浦和駅より徒歩7分
駐車場あり(13台)

医療法人社団
智生会

イサオクリニック

TEL048-834-0177

（悳 武人）

FAX048-824-9878

〒330-0074 さいたま市浦和区北浦和4-3-10 若松家ビル3Ｆ https://www.isao-clinic.jp/
精神科／神経精神科／心療内科
●診療時間

火・水・土 9:00～12:00、15:30～17:30
月 9:00～12:00、15:30～18:00
木 9:00～12:00、14:30～18:00
●休 診 日 金、日、祝日
●予約方法 初診のみ電話予約
◆グループ活動 なし
◆デイケア等 あり（デイケア・ショートケア）
主治医が他機関の場合の利用：不可
◆訪問看護 あり
◆心理カウンセリング あり
◆主なスタッフ 医師、看護師、公認心理師（臨床心理士）、
作業療法士、ソーシャルワーカー

●生活保護 可
●自立支援医療機関の指定
●外国語対応 なし

あり

埼玉
メディカル
センター

医療機関から
当院では、精神科医3名、精神保健福祉士、看護師、公認心理師（臨床
心理士）、作業療法士がいます。お気軽にご相談ください。
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北浦和駅西口より徒歩2分
駐車場なし

小川クリニック

（小川 志郎）

TEL048-834-5525

FAX048-834-5546

〒330-0063 さいたま市浦和区高砂1-13-2 ヤママンビル3F

http://ogawaclinic.byoinnavi.jp

心療内科／内科
●生活保護 可
●自立支援医療機関の指定
●外国語対応 なし

●診療時間

9:30～12:30、14:30～18:30
※土は9:30～12:30
●休 診 日 第4土、日、祝日
●予約方法 初診のみ電話予約

あり

◆グループ活動 なし
◆デイケア等 なし
◆訪問看護 なし
◆心理カウンセリング あり（医療機関で実施）
◆主なスタッフ 医師、臨床心理士

医療機関から
心理療法も週3日行っています。
さいたま市の健康診断、ヘルスチェック、インフルエンザワクチンな
ども行っています。

浦和駅西口より徒歩2分
駐車場あり(1台※1時間まで)

医療法人社団
明悠会

小原クリニック

TEL048-883-5860

（木納 賢）

FAX048-883-6114

〒330-0055 さいたま市浦和区東高砂町9-1 スミダワン本館3F

http://www.ohara-clinic.or.jp

心療内科／精神科
●診療時間

9:00～12:30、15:00～19:00
※月は午後のみ、水・土は18:00、金は18:30まで
●休 診 日 月午前、日、祝日
●予約方法 初診のみ電話予約
◆グループ活動 なし
◆デイケア等 なし
◆訪問看護 なし
◆心理カウンセリング あり（医療機関で実施）
◆主なスタッフ 医師、臨床心理士、ソーシャルワーカー、看護師

●生活保護 可
●自立支援医療機関の指定
●外国語対応 なし

あり

コムナーレ

医療機関から
うつ病、パニック・不安障害、認知症などを中心に、豊富な治療
経験を積んだ医師が、最新の治療方法をご提供いたします。大学
病院と連携し、高度な検査などもご提案いたします。病状に応じ
て、臨床心理士によるカウンセリングも行います。休職や社会復
帰について、会社との交渉もご相談ください。詳しくはホーム
ページをご覧願います。

浦和駅東口より徒歩1分
駐車場あり
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かせ心のクリニック
TEL048-813-0707
〒330-0074

（加瀬 裕之）

FAX048-813-0708

さいたま市浦和区北浦和1-1-7

北原ビル2F

http://www.kase-cocoro.com

心療内科／精神科
●生活保護 可
●自立支援医療機関の指定 あり
●外国語対応 あり（英語）

●診療時間

10:00～13:00、15:00～19:00
※土は10:00～15:00
●休 診 日 水、日、祝日
●予約方法 電話予約、ネット予約
◆グループ活動 なし
◆デイケア等 なし
◆訪問看護 なし
◆心理カウンセリング あり（医療機関で実施）
◆主なスタッフ 医師、看護師、臨床心理士、ソーシャルワーカー

埼玉
メディカル
センター

医療機関から
徹底して患者様のプライバシーには配慮しています。予約制のため、
お待たせすることもございません。地域住民の方々のお役に立てるク
リニックを目指しています。

北浦和駅東口より徒歩1分
近隣にコインパーキングあり

謙愛クリニック

（林 謙太郎）

TEL048-811-1220
〒330-0056

FAX048-811-1223

さいたま市浦和区東仲町25-29

太陽堂ビル3F

http://www.kenai-clinic.com/

精神科／心療内科／内科
●診療時間

9:30～12:30、15:00～18:00
※月は14:00～18:00
●休 診 日 月午前、木、日、祝日
●予約方法 電話予約
◆グループ活動 なし
◆デイケア等 なし
◆訪問看護 なし
◆心理カウンセリング
◆主なスタッフ 医師

なし

●生活保護 可
●自立支援医療機関の指定 あり
●外国語対応 あり（英語）

コムナーレ

医療機関から
投薬治療だけでなく、必要に応じた充分なアドバイスもしています。
投薬はごく少量のみの加療をモットーとしています。

浦和駅東口より徒歩1分
駐車場なし
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独立行政法人

地域医療機能推進機構

埼玉メディカルセンター

TEL048-832-4951

FAX048-833-7527

〒330-0074 さいたま市浦和区北浦和4-9-3
神経精神科／心療内科／内科／外科

（吉田 武史）

http://saitama.jcho.jp/

等
●生活保護 可
●自立支援医療機関の指定
●外国語対応 なし

●診療時間 8:30～11:00
●休 診 日 土、日、祝日
●予約方法 初診のみ電話予約

あり

◆病床数 395床（うち精神病床0床）
◆グループ活動 あり（通院集団精神療法）
◆デイケア等 なし
◆訪問看護 なし
◆心理カウンセリング あり（医療機関で実施）
◆主なスタッフ 医師、臨床心理士、ソーシャルワーカー

医療機関から
必要に応じて身体面の検査や心理検査も併用して、治療方針を立てて
います。総合病院の特徴をいかし、他科とも連携しています。

北浦和駅西口より徒歩3分
駐車場あり（107台）

坂井メンタルクリニック

（坂井 俊之）

TEL048-824-7302
〒330-0062

さいたま市浦和区仲町1-2-12

関根ビル4F

http://www.sakaimc.jp

精神科／心療内科／神経科
●診療時間

月・水 9:30～12:30、14:30～17:00
火・金 9:30～12:30、14:30～19:00
土 9:30～15:00
●休 診 日 木、日、祝日
●予約方法 初診のみ診療時間内に電話予約

●生活保護 可
●自立支援医療機関の指定
●外国語対応 なし

あり

◆グループ活動 なし
◆デイケア等 なし
◆訪問看護 なし
◆心理カウンセリング なし
◆主なスタッフ 医師、看護師

医療機関から
JR浦和駅北口から徒歩1分、西口より徒歩2分。アクセスしやすいと
ころにあります。薬物療法は最小限の量で効果を最大限に、副作用を
最小にすることをモットーとしています。就労、復職に向けて頑張る
方を応援しています。

浦和駅北口より徒歩1分、西口よ
り徒歩2分。
駐車場なし
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野村クリニック

（野村 和広）

TEL048-822-3259
〒330-0061

さいたま市浦和区常盤2-9-12

https://nomuraclinic.net

精神科／心療内科
●診療時間

月・火・水・金 9:00～11:30、15:00～18:00
木・土 9:00～11:30
●休 診 日 第2・4木、第3土、日、祝日
●予約方法 予約不要

●生活保護 不可
●自立支援医療機関の指定
●外国語対応 なし

あり

◆グループ活動 なし
◆デイケア等 なし
◆訪問看護 なし
◆心理カウンセリング なし
◆主なスタッフ 医師、医療事務
盤

医療機関から
・常勤医師（男性、精神科専門医・指導医・精神保健指定医）が対応
しています。
・受付時間（再診） 8:40～11:30、14:40～18:00
・初診は予約不要ですが、電話でのお問合せはどうかご遠慮ください。
・初診につきましてはHP内の「診療案内」から「■初診をお考えの
方へ」をご確認のうえ、月火水金の午前11時又は午後5時までに
お越しください。

医療法人
秀山会

白峰クリニック

TEL048-831-0012

浦和駅西口より旧中山道を北へ
徒歩15分
駐車場あり(4台)

（山﨑 茂樹）

FAX048-831-1310

〒330-0071 さいたま市浦和区上木崎4-2-25

http://www.hakuhou.or.jp

精神科／心療内科
●診療時間 月・火・水・木・金・土
●休 診 日 日、祝日
●予約方法 電話予約

9:30～12:00、14:00～18:00

●生活保護 可
●自立支援医療機関の指定
●外国語対応 なし

◆グループ活動 あり（通院集団精神療法など）
◆デイケア等 あり（デイケア、ショートケア）
※主治医が他機関の場合の利用：可
◆訪問看護 なし
◆心理カウンセリング あり（医療機関・併設機関で実施）
◆主なスタッフ 医師、看護師、精神保健福祉士、作業療法士、
公認心理師／臨床心理士

医療機関から
・「アルコールデイケア」「うつと不安のデイケア」の2つの柱
から構成される大規模デイケアがあります。
・アルコール依存症とうつの専門外来を行なっています。
・ギャンブル依存症の治療プログラムあります。
・ゲーム・ネット依存症の治療をしています。（対象は中学生以上）
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与野駅東口より徒歩8分
駐車場あり(10台)

あり

医療法人社団
州豊会

松田メンタルクリニック

TEL048-823-9331

（松田 久司）

FAX048-823-9333

〒330-0063 さいたま市浦和区高砂2-12-12 あづまビル3Ｆ

http://www.matsuda-mental-clinic.com

精神科／心療内科／一般内科
●生活保護 不可
●自立支援医療機関の指定
●外国語対応 なし

●診療時間

9:00～13:00、15:00～18:00
※土は9:00～14:00
受付時間 9:00～12:00、14:50～17:30
●休 診 日 月、日、祝日
●予約方法 電話予約

あり

◆グループ活動 なし
◆デイケア等 なし
◆訪問看護 なし
◆心理カウンセリング なし
◆主なスタッフ 医師、薬剤師、事務

医療機関から
当院は、心と身体の診療を行っています。

浦和駅西口より徒歩5分
駐車場なし

メンタルヘルス田井クリニック

（田井 良輔）

TEL048-816-5521
〒330-0063

さいたま市浦和区高砂3-2-10

草野高砂ビル6Ｆ

http://www.taiclinic.com

心療内科／精神科
●診療時間 10:00～13:00、15:00～20:00
●休 診 日 水午後、土午後、日、祝日
●予約方法 電話予約（完全予約制）

●生活保護 不可
●自立支援医療機関の指定
●外国語対応 なし

あり

◆グループ活動 なし
◆デイケア等 なし
◆訪問看護 なし
◆心理カウンセリング
◆主なスタッフ

あり（医療機関・併設機関で実施）
※当院通院中の方で医師が必要と認めた方のみ
医師、ソーシャルワーカー、産業カウンセラー

医療機関から
メンタル不全の就労者の診断・治療・就労継続・休職判定・復職支援・
再発予防を専門とする精神科医療機関です。うつや不安や不眠の就
労者が就労継続するための治療を実施しています。就労困難の場合
のみ休職指導し薬物療法、精神療法、生活リズム療法、医療リハビリ、
産業カウンセリングを実施して復職支援と再発防止を行います。完全
予約制で初診は平日の日中の対応ですが、再診は平日の夜間と土曜
の午前も実施しております。また社会不安障害やパニック障害などの
専門的治療
（薬物療法、
心理療法、行動療法）も実施しています。

浦和駅西口より徒歩5分
駐車場なし
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