
救急

保健センターで行っている相談 (対象：朝霞市に住んでいる方)
随時、電話・来所・訪問にてお受けしています。お気軽にご相談ください。

あさか健康プラン21

AED

あさか健康プラン２１は、「くらしの中から健康づくり」をテーマに、健康観、
食生活、身体活動、休養・こころ、喫煙、飲酒、歯科・口腔の７つの柱で健康
づくりのポイントをライフステージごとに提案しています。

AED（自動体外式除細動器）は、心臓が突然けいれんをおこし、
心肺停止になった場合に、心臓に電気ショックを与え、心臓

を正常な状態に戻すための医療機器です。AEDは自動的に心電図を解析して
電気ショックが必要かどうかを決定し、音声案内で指示をするので、どなた
でも使用することができます。
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関する相談
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AEDマップ
右のQRコードをスマートフォン等で読み取ることにより、ＡＥＤマップ
のサイトに接続でき、朝霞市を含む埼玉県内の設置状況を確認できます。

献血

場所 保健センター
対象 16歳～70歳未満の方

※65歳以上70歳未満の方については、60歳から
65歳までの間に献血したことがある方に限ります。

日時 第1回　5/24月　第2回　8/23月
第3回 11/29月　第4回　2/21月
午前10時～11時45分／午後1時～4時

この情報は、4月1日発行のものです。
新型コロナウイルス感染症の影響等により、
変更する場合がありますので、最新の情報は
広報あさか・市ホームページをご確認ください。保健センターガイド

朝霞市こども・健康部健康づくり課(朝霞市保健センター )
〒351-0011 朝霞市本町1-7-3　 電話 048-465-8611  FAX 048-466-7522
開所日時 （平日）8:30～17:15（年末年始、祝日は除く）
ホームページ https://www.city.asaka.lg.jp  E-mail kenko_zukuri@city.asaka.lg.jp

※子育て世代包括支援センターにつきましては、「母子保健に関する事業」のページをご確認ください。

●埼玉県救急電話相談（＃7119）
急な病気やけがの際に、家庭での対処方法や
医療機関への受診の必要性について、看護師
が電話で相談に応じます。
相談受付 24時間365日
電話番号 ＃7119 又は ☎048-824-4199

●在宅当番医制
　（日曜、休日に実施している医療機関）

受　付 日曜日、休日の午前10時～午後4時
※実施している医療機関は、広報あさか・市ホーム
ページをご覧ください。

●誤飲事故が起こったら（中毒110番）
（公財）日本中毒情報センター

大　阪  ☎072-727-2499
 （365日・24時間対応）

つくば  ☎029-852-9999
 （365日・午前9時～午後9時）

たばこ誤飲事故専用電話
 ☎072-726-9922
 （365日・24時間対応）
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朝霞市保健センター

朝霞市中央公民館・
コミュニティセンター

令和3年4月～令和4年3月

健康あさか普及員と共に健康づくり活動を推進しています。

ASAKA健康ラウンジ 健康づくりに関する勉強会や体験会、意見交換などを行っています。

対象 健康あさか普及員と健康づくりに興味のある市民（事前申込制）

診療所名 診療科目 所在地 電話（048） FAX（048） 休診日
青葉台公園歯科クリニック 歯・小歯 本町1-4-20 458-5557 458-5558 木・日・祝

岡部歯科医院 歯・小歯 本町1-7-7 本橋ビル2F 463-8275 468-1524 木・日・祝

朝霞本町ファースト歯科 歯・小歯・矯・歯口 本町1-8-7 綿谷ビル1F 464-3329 464-3329 木・日（不定期）・祝

あさかハートフル歯科 歯・小歯・矯・歯口 本町1-12-5 ファーストステージ1F 487-8241 - 水・祝

あさかデンタルクリニック  訪 歯・小歯・矯・歯口 本町1-12-10 マルエツ朝霞店3F 423-8528 423-8530 火

伊藤歯科医院  訪 歯・小歯 本町1-14-30 ワタナベビル2F 466-2180 466-9231 水・木・日・祝

栗原歯科 歯・小歯・矯 本町1-29-43 468-0008 468-0117 木・日・祝

かめだ歯科 歯・小歯・矯・歯口 本町2-3-21 SunPearl　NAGASAWA1F 485-9151 485-9152 水・祝

シノハラ歯科医院 歯・矯・小歯・歯口 本町2-5-23 朝霞フタバビル4F 462-2500 462-2541 なし

アリスバンビーニ小児歯科 歯・小歯・矯 本町2-5-23 朝霞フタバビル4F 464-8388 464-8450 木・日・祝

あさか駅前矯正歯科 矯 本町2-5-24 細田ビル1F 0120-654-233 464-4233 木・日・祝

やまもと歯科クリニック 歯・小歯 本町2-7-33 ビビッドステージ2F 461-0065 - 木・日・祝

野入歯科医院 歯・歯口 本町2-25-29 464-2699 - 木・日・祝

ともえホーム歯科診療所 歯・小歯 本町3-1-45 451-3581 - 木・日・祝

飯田歯科医院 歯・小歯・矯・歯口 本町3-3-1 ランドマーク1F 460-3733 460-3734 祝

小沢歯科クリニック 歯・小歯・矯・歯口 本町3-3-76 462-6680 462-6006 水・日・祝

さとう歯科医院 歯・小歯 仲町1-1-27 ロートホルン2F 468-6874 468-6874 日・祝

NAGASE DENTAL CLINIC 歯・小歯・矯・歯口 仲町1-10-1 423-4303 - 金・祝

小山歯科・矯正歯科クリニック  訪 歯・小歯・矯・歯口 仲町2-2-44 パールウイング3F A 461-1181 461-1344 木（訪問のみ診療）・日・祝

安藤歯科医院 歯・小歯・矯・歯口 栄町4-5-11 ORCインプラント矯正センター 462-1800 465-6631 木・日・祝

吉澤歯科クリニック 歯・矯・歯口 幸町2-1-2 サン・ドミトリー1F 469-0778 - 木・日・祝

青木歯科医院 歯・小歯 大字溝沼780 451-1212 451-1213 木・日・祝

TMGあさか医療センター 歯口 大字溝沼1340-1 466-2055 466-2059 日・祝

マハロ歯科 歯・小歯・矯・歯口 溝沼4-7-21 ユーコート朝霞台 424-8661 424-8661 火・日・祝

溝沼歯科 歯・小歯 溝沼7-1-3 469-3993 469-3993 木・日・祝

ひざおり歯科クリニック 歯・小歯・歯口 膝折町1-6-37 466-6555 466-6555 水・日・祝

牛山歯科医院 歯 膝折町2-2-19 461-0141 461-0141 木・日・祝

シオノデンタルクリニック  訪 歯・小歯・矯・歯口 膝折町2-3-51 461-0262 461-0262 水（午後）・日・祝

大畑歯科医院 歯 膝折町4-6-12 463-2818 463-2818 木・土（午後）・日・祝

ホープデンタルクリニック 歯・小歯・矯 岡1-17-18 462-4183 466-1638 木・日・祝

エスペレ歯科 歯・小歯 岡1-17-18 464-8333 466-1638 木・日・祝

榎本歯科医院 歯 岡3-1-13 465-5559 465-5559 木・土（14時半以降）・日・祝

はやし歯科医院 歯・矯 根岸台2-1-47 ロイヤルメイゾン1F 463-7070 463-7455 木・日・祝

診療所名 診療科目 所在地 電話（048） FAX（048） 休診日
朝霞フォレスト歯科・矯正歯科 歯・矯 根岸台3-20-1 くみまちモールあさか2F 424-7548 - 火・祝

牛山デンタルクリニック 歯・小歯・歯口 根岸台6-1-3 461-7865 461-7865 木・日・祝

はっとり歯科医院  訪 歯・小歯・矯・歯口 根岸台6-3-37 スペシアス1F 450-4618 450-4182 日・祝

みんなのはっとり歯科医院  訪 歯・小歯・矯 根岸台6-4-30 第2-102号 451-0085 451-0086 水（祝日のある週
は診療）・日・祝

スマイル歯科 歯・小歯・矯 根岸台6-8-35 根岸台クリニックビル202 466-2250 466-2232 水・日・祝

根岸台歯科医院 歯・小歯 根岸台7-28-28 467-7761 467-7761 木・土（午後）・日・祝

ヤナセ歯科医院  訪 歯・小歯・矯・歯口 東弁財1-3-9 イーストアレイビル3・4F 476-0156 471-0738 木・日・祝

小松歯科クリニック 歯・小歯 東弁財1-5-8 Kステージ2F 471-8846 471-8846 水・日・祝

大﨑デンタルオフィス  訪 歯・小歯・歯口 東弁財1-7-19 452-6575 452-6576 木（不定休）・日・祝

こしば歯科医院  訪 歯・小歯・歯口 東弁財3-11-16 469-3718 469-3718 日・祝

はしもと歯科クリニック 歯 西弁財1-4-22 485-1839 485-1839 日・祝

三功歯科医院  訪 歯 西弁財1-10-17 487-3453 487-3452 木・日・祝

じんてん歯科  訪 歯・小歯・矯・歯口 西弁財1-10-21-5F 080-6639-7696 - 水・日・祝

おがわ歯科医院 歯・小歯・歯口 三原1-1-13 487-8417 - 火・祝

ながた歯科クリニック 歯・小歯 三原2-7-3 アミューズタウン1F 465-8644 465-8644 水・日・祝

たべい歯科医院 歯・小歯 三原3-6-15-101 462-1240 462-1240 水・日・祝

にこにこ歯科  訪 歯・小歯・矯・歯口 三原3-7-6 451-2525 451-2525 日・祝

友原歯科医院 歯 三原5-10-69 463-6625 463-6625 水・土（午後）・日（午
後）・祝

なかじま歯科クリニック  訪 歯・小歯・矯・歯口 三原5-13-6 インペリアル志木1F 451-4618 - 木・日・祝

すぎばやし歯科 歯・小歯・矯・歯口 朝志ヶ丘1-2-6-102 475-0408 475-0408 火・木・土・日・祝

わたしの歯医者さん 歯・小歯・矯・歯口 朝志ヶ丘4-1-1 メゾンソレイユ1F 423-6423 423-6433 水・日・祝

江夏歯科医院 歯・小歯・矯 宮戸2-10-45 471-8148 471-8148 木・日・祝

青葉歯科医院 歯・小歯・矯・歯口 浜崎1-2-10 アゴラ21ビル3F 474-8246 470-5100 日・祝

ファイン矯正歯科 矯 浜崎1-2-10 アゴラ21ビル7F 472-8856 - 月・木・日（第1以外）・祝

あさか虹の歯科  訪 歯・小歯・矯 浜崎724-2 476-8241 476-8242 土（第2）・日・祝

須田歯科医院  訪 歯・小歯 西原1-6-5 471-6480 471-6480 木・日・祝

瓜生歯科医院 歯・歯口 西原2-2-11 473-2704 473-2225 木・日・祝
歯科タケダクリニック　
朝霞台 たいよう歯科医院  訪 歯・小歯・矯・歯口 西原2-4-21 ステラヴィーア102 474-0018 474-0018 日・祝

にいぬま歯科  訪 歯・小歯 西原2-12-6 473-3737 473-3737 木・日・祝

朝霞台歯科診療所 歯・小歯 北原2-2-27 474-4181 474-2250 木・日（不定期）・祝

たんの歯科クリニック 歯・小歯・矯・歯口 北原2-5-30 471-2300 471-2300 木・日・祝

横溝歯科クリニック 歯・小歯 北原2-15-7 487-3876 - 木・日・祝

歯科診療所 (令和3年2月1日現在)
歯＝歯科　　小歯＝小児歯科　　矯＝矯正歯科　　歯口＝歯科口腔外科
訪マークのある診療所は、訪問診療についてご相談を受けております。

休診日などは、変更する場合がありますので、
詳しくは各歯科診療所にお問い合わせください。

※日時や場所などの詳細は、広報あさか・市ホームページ・フェイスブックでご確認ください。

●埼玉県AI救急相談
急な病気やけがの際に、家庭での対処方法や
医療機関への受診の必要性について、チャッ
ト形式で相談ができます。
※右のQRコードをスマートフォン
等で読み取ることにより、埼玉県
AI救急相談のサイトにつながりま
す。

© むさしのフロントあさか


