入間市近隣の禁煙治療に保険が使える医療機関
（日本禁煙学会ホームページより抜粋：関東信越厚生局より入手

2021年2月1日入手分）

☆のある機関には,NPO法人 日本禁煙学会 禁煙専門・認定指導者がいます。
印のない病院は一般社団法人日本禁煙学会 禁煙サポーターがいます。
○のある機関では,遠隔禁煙治療（オンライン診療）を行っています。

受診の際は、あらかじめ医療機関にお問い合わせ下さい。

入間市（６）
山田クリニック
太田医院
荒井医院
医療法人 小宮山医院
豊岡第一病院
医療法人 永仁会 入間ハート病院

大字下藤沢1292-10
豊岡1-8-26
下藤沢856-1
東藤沢3-8-5
黒須1369-3
大字小谷田1258-1

04-2960-3200
04-2962-2606
04-2966-8001
04-2962-2689
04-2964-6311
04-2934-5050

○
○
○
○

所沢市（３０）
埼玉西協同病院

中富字北新田1865-1

04-2942-0323
04-2942-4100
金山町8-6
04-2922-0221
小手指町4-1-1
04-2949-1118
若狭4-2468-31
04-2949-2426
狭山ヶ丘1-3009
04-2948-8181
緑町2-14-7
04-2920-2111
けやき台1-16-5
04-2923-8171
宮本町2-23-34
04-2924-0121
東狭山ケ丘3-713-36
04-2926-8332
けやき台1-36-7
04-2922-5171
東狭山ケ丘4-2692-1
04-2920-0500
こぶし町1-17-101 こぶし団地入口ﾃﾅﾝﾄ会館1F 04-2993-5866
北野3-1-11
04-2949-3385
くすのき台3ｰ18ｰ2 ﾏﾙﾅｶﾋﾞﾚｼﾞ壱番館2F-D 04-2993-0338
南住吉21-16
04-2920-1155
中富南2-21-7
04-2943-1581
大字中富1037-1
04-2990-5818
西狭山ヶ丘1-3118-11
04-2948-1166
小手指町1-11-4 アネックスビル３Ｆ 04-2929-8866
東所沢3-36-74
04-2951-1717

医療法人社団みずの会 みずの内科クリニック 中新井4-27-4

医療法人 慈桜会 瀬戸病院
彩のクリニック
医療法人 元気会 わかさクリニック
医療法人 仁栄会 所沢緑ヶ丘病院
医療法人 社団光城会 ひろせクリニック
けやき台どんぐりクリニック
所沢診療所
中山内科医院
医療法人 双葉クリニック
医療法人 至仁会 圏央所沢病院
医療法人社団 医心会 こぶしクリニック
医療法人 啓仁会 所沢ロイヤル病院
医療法人社団 はちす診療所
福元内科クリニック
医療法人 渡部会 所沢メディカルクリニック

医療法人 健富会 おうえんポリクリニック
医療社団法人 清愛会 田中耳鼻いんこう科

やまさき内科クリニック
医療法人社団 礼美会 かわぐち内科クリニック

医療法人社団桜友会 所沢ハートセンター
付属しんとこ駅前クリニック

緑町1-4-1ﾃﾞｭｵﾋﾙｽﾞ新所沢駅前101 04-2929-1801

村田医院
医療法人社団 埼忠禎会 愛クリニック
堀江医院
はなみずき小手指クリニック
上新井さとうクリニック
きたはたファミリークリニック
やましろ内科クリニック

上安松538-7
中新井字富士見台620-1
小手指町3丁目11-16
小手指町1-16-4
上新井1-26-1
小手指南4-13-6
東所沢和田2丁目4-20

小手指タワークリニック

小手指町1-6
04-2920-1717
小手指タワーズディアスカイタワー1階

☆
☆

☆

04-2997-5051
04-2937-3630
04-2949-8811
050-2018-1929
04-2940-1156
04-2947-0011
04-2946-9322

○

飯能市（３）
医療法人 新生会 間柴医院
飯能市東吾野医療介護センター診療所
医療法人 古川医院

緑町3-4
042-983-1660
大字虎秀25-1
042-978-2000
南町9-10 飯能南口医療ﾋﾞﾙ1･2F 042-983-0182

☆

狭山市（１５）
狭山クリニック
医療法人社団 辰樹会 馬島医院

広瀬台3-8-35
青柳149-8
医療法人社団すずのき会 ほりがね診療所 堀兼1043
宮崎医院
北入曽274
織田医院
入間川3-20-4
医療法人 尚寿会 大生病院
大字水野600
社会医療法人財団 石心会 さやま総合クリニック 入間川4-15-25
医療法人 聖愛会 ともえクリニック
大字北入曽457-3
みやた内科クリニック
入間川1-18-30
あおやぎクリニック
広瀬2-4-20
医療法人社団清心会 至聖病院
下奥富1221
医療法人社団孝心会 遠藤脳神経外科クリニック 水野824-1
広沢内科クリニック
水野550-1
新狭山セントラルクリニック
新狭山2-2-1
杏クリニック
祇園25-1 第一はまビル3階

04-2954-7315
04-2954-7364
04-2958-6651
04-2957-6945
04-2954-9669
04-2957-1141
04-2900-2700
04-2957-9105
04-2969-2111
04-2900-0707
04-2952-1000
04-2999-5511
04-2950-5882
04-2900-2222
04-2935-3882

☆
○

川越市（３０）
医療法人 和心会クリニック
医療法人社団尚篤会 赤心堂病院
医療法人社団 誠弘会 池袋病院
医療法人 秀寿会 長澤クリニック
医療法人 宏仁会
アーバンライフクリニック川越駅前
おがわ内科クリニック
帯津三敬病院
元山クリニック
皆川医院
医療法人社団 中嶋内科泌尿器科医院
医療法人千清会 鈴木脳神経外科
桃太郎クリニック
南古谷病院
愛和レディスクリニック
医療法人高友会 笠幡病院
田中医院

大字的場826-1
脇田本町25-19
大字笠幡3724-6
通町5-5 第2山田ビル1Ｆ

049-231-2005
049-242-1181
049-231-1552
049-229-3280

菅原町17-1 アーバンライフビルヂング２Ｆ

049-227-5202

霞ケ関東1-10-27
大中居545
大字笠幡79-1
西小仙波町1-5-3
東田町22-10
大字笠幡2082
的場新町19-3
大字久下戸110
新富町2-22
笠幡4955-1
宮下町1-2-12
医療法人社団 貴水会 やまぶきクリニック 六軒町2-10-3
医療法人 眞栄会 川鶴プラザクリニック 川鶴2-11-1
ひろせクリニック
新富町2-4-3 木村屋ビル3F
野澤クリニック
小ケ谷816-1
やしまクリニック
南大塚4－3－21
医療法人 刀圭会 本川越病院
中原町1-12-1
はつかり耳鼻咽喉科クリニック
連雀町9－3
川越大東医院
南大塚2-10-2
医療法人 行定病院
脇田本町4-13
脇田町105アトレ6階 店舗区画606-A
医療法人 豊仁会 三井クリニック
川越中央クリニック
脇田町1-5川越ウエストビル2階
川越インタークリニック
豊田町3-11-3
脇田本町8-1 U_PLACE MEDICITY 6F
U PLACEかわごえ内科
新宿整形外科内科
新宿町6-23-89

049-237-1500
049-235-1981
049-231-1948
049-227-0330
049-242-2249
049-233-7701
049-234-1582
049-235-7777
049-222-8801
049-232-1231
049-222-0002
049-228-2112
049-298-5188
049-222-1199
049-227-6969
049-256-7222
049-222-0533
049-227-3756
049-243-3345
049-242-0382
049-236-3164
049-220-5500
049-246-1126
049-265-3800
049-242-0070

☆
○
○
○

