
 

 

 

  障障ががいい児児（（者者））歯歯科科治治療療一一次次受受けけ入入れれ協協力力歯歯科科診診療療所所  
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本リストのご利用に際しましては、以下のことをご理解願います。 

 

1. 掲載されている歯科医師は、歯科医師会からの要請に応じて協力を申し出た有志です。 

実際の受け入れ体制は、軽度の障害の方のみ可能な施設から、抑制下での治療まで行う 

施設、鎮静法や全身麻酔まで可能な施設まで様々です。 

2. このため受診に際しましては、お手数ですが事前にお電話等で受け入れ体制のご確認を 

お願いいたします。 

3. 別途発行の「障害者の方の上手な歯科受診の手引き」をご参照いただくことも有用です。 

4. 各診療所の体制によっては、当該医療機関での治療が出来ない場合もございます。 

この場合、二次受け入れ医療機関へ紹介させていただきます。 

5. ここに掲載されていなくても、様々な障害をお持ちの方の治療を実際に行っている歯科 

医師もおります。 

6. 本リストの著作権は千葉県に帰属します。必要があって他の医療情報案内等に転記する 

場合は、千葉県健康福祉部障害福祉課に問い合わせいただくと共に、掲載予定の歯科医師

に（文書等による）利用目的の説明と再度の同意を求めることをお願いいたします。 

もちろん、千葉県歯科医師会は本リストの有効活用を歓迎いたします。 

 

 

 

 

 

 

 



心身障がい児（者）歯科医療一次受け入れ協力歯科診療所（平成30年6月版）
診療所名 院長名 郵便番号 診療所電話番号 診療時間 休診日

エレ
ベーター

トイレ 車イス その他

前川歯科医院 前川　達雄 263-0041 千葉市稲毛区黒砂台３-５-１２ 043-287-2526

月、火） 9：30-12：00、17：40-19：00
　　 水） 9：30-12：00、14：30-19：00
     金）10：00-13：00、14：30-18：00
     土）10：00-13：00、14：30-17：00

木、日、祝日 無 洋式 可
・入り口階段あり
・来院前にご連絡ください。

医療法人社団　おおきど歯科医院 杉村　博哲 267-0066 千葉市緑区あすみが丘１-４７-３ 043-294-8341
月、火、金）9：00-12：00、14：00-20：00
　　　　　水）9：00-12：30、14：00-18：30
　　　　　土）9：00-12：00、14：00-18：00

木、日、祝日 - 洋式 不可

セントラル歯科医院 奥仲　伸弥 260-0813 千葉市中央区生実町９３１－１５ 043-268-3116
月、水、金）9：30～13：00、14：30～21：00
火、土）9：30～13：00、14：30～18：00

木曜、日曜、祝日 - 洋式 可

諸隈歯科医院 諸隈　正和 263-0042 千葉市稲毛区黒砂１－１５－１ 043-241-0431 　9：00～12：00、14：00～19：00 木曜、日曜、祝日 無 洋式 可 ・車イス可だが、バリアフリーではない

５丁目歯科クリニック 齊藤　美紀 262-0023
千葉市花見川区検見川町
５-２２９２-５

043-274-7157 　9：00～12：30、14：30～19：00 木曜、日曜、祝日 - 洋式 不可

坂口歯科医院 坂口　豊 280-0033 千葉市中央区春日１-２０-５ 043-242-5076
平日）9：00-19：00
　 土）9：00-16：00

木、日、祝日 無 洋式 可 階段あります。

永嶋歯科クリニック 永嶋　昌之 274-0802 船橋市八木が谷３－２９－９ 047-449-9190
　10：00～19：00
※土曜のみ17：00まで

水曜、日曜、祝日 - 洋式 可
・入口階段あり
・来院前にご連絡下さい

小宮歯科医院 小宮　あゆみ 274-0075 船橋市滝台町１０５-１
グローリア初穂薬円台
ステーションプラザ２１１-２号

047-490-3095 　9：00～18：00 水曜、日曜、祝日 無 洋式 -

鈴木歯科クリニック 鈴木　篤 273-0042 船橋市前貝塚町５６５－１１　 塚田プラザ３０２ 047-438-4182 　9：30-13：00、14：30-19：30 木、日、祝日 有 洋式 可

あさかげ歯科医院 朝蔭　綾子 274-0825 船橋市前原西７－１２－６ 047-470-1032 　9：30-13：00、14：30-19：00

水、日、祝日
※金：訪問診療のため休
診
※日祝：1-2回/月（午前
のみ診療）

無 洋式 可 外階段（4段位）お手伝いします。

おおたに歯科 大谷　洋昭 272-0031 市川市平田４－４－１ 047－377-5730 　9：00-12：00、14：00-19：00 木、日、祝日 有 洋式 可 入り口3段階段あり

岡永歯科 岡永　覚 272-0015 市川市鬼高３-１１-９ 047-376-3503
平日）10：00～13：00、15：00～21：00
土）10：00～14：00

水曜、日曜、祝日 - 洋式 不可
・心療歯科をしているので、カウンセリング可
・経済的に困っている方には、無低で対応可

石井歯科医院 石井　広志 272-0822 市川市宮久保１－１６－３ 047-300-5585
　9：30-13：00、14：30-19：00
※土曜は18：00まで

水、日、祝日 無 洋式 可 車いすの場合、裏口より対応しています。

ヒロデンタルクリニック 濱田　寛 272-0015 市川市鬼高２－９－１０　 浜田ビル２F 047-332-0385 　9：30-14：00、15：00-19：00 水、日、祝日 有 洋式 -

テシマ歯科医院 手島　英貴 270-0235 野田市尾崎８４６－１９ 04-7129-2020
月-金）9：30-12：00、14：00-20：00
　　土）9：30-12：00、14：00-19：00

水曜午後、日、祝日 無 洋式 可

中林歯科医院 中林　隆 278-0017 野田市大殿井１５０－１０１ 04-7123-6822 平日）9：00-13：00、14：30-19：30 木曜午後、日、祝日 - 洋式 不可

やまざき歯科クリニック 山崎　裕也 278-0022 野田市山崎２６３８－８５ 04-7170-2823
平日）9：00-13：00、15：00-19：00
　 土）9：00-13：00、15：00-18：00

木、日、祝日 - 洋式 可

医療法人イワキ会　東武駅ビル歯科医院 手島　正博 270-0235 野田市尾崎８４０－３ 04-7127-0021
平日）9：30-19：00
　 土）9：30-18：00

水、日、祝日 無 洋式 不可

医）健望会　あらき歯科クリニック 荒木　誠 271-0046 松戸市西馬橋蔵元町６　　　 ２０２号 047‐309‐2610　
月～土）9：00～13：00、14：00～21：00
日）9：00～14：00　※土曜のみ20：00まで

祝祭日 - 洋式 -

ながい歯科医院 永井　和広 286-0036 成田市加良部１－５－３ 0476-28-6377 　10：00～12：30、14：30～18：30 木曜、日曜、祝祭日 - 洋式 可

栗原歯科医院 栗原　正彦 285-0812 佐倉市六崎７０９－１ 043‐486‐6754 　9：00～18：00 木曜、日曜、祝日 - 洋式 可

てらだ歯科 寺田　陵 285-0813 佐倉市石川６５７ 043-485-6288 　9：00～18：00 日曜、祝日 無 洋式 可

住所



心身障がい児（者）歯科医療一次受け入れ協力歯科診療所（平成30年6月版）
診療所名 院長名 郵便番号 診療所電話番号 診療時間 休診日

エレ
ベーター

トイレ 車イス その他住所

秀島歯科医院 秀島　潔 285-0836 佐倉市生谷１５５４－１４ 043-487-6480 　9：00～12：30、14：00～20：00 日曜、祝日 - 洋式 可

あいだ歯科クリニック 相田　剛 270-1408 白井市西白井３－１４－４７ 047-491-1637
月～土）9：30～12：30、14：30～19：30
※土曜のみ17：30まで

木曜午後、日曜、祝日 - 洋式 可

熱田歯科医院 熱田　衛政 288-0063 銚子市清水町１４３０ 0479-22-0006 　8：30～12：00、14：00～18：00 水曜、日曜 - 洋式 可

夢屋診療所 鈴木　真子 289-2501 旭市新町１０３０ 0479-60-1401 　9：00～12：30、13：30～17：30 土曜、日曜、祝日 - 洋式 可

ほりずみ歯科医院 堀角　達朗 289-1312 山武市柴原１４３－５ 0475-82-7316 　9：00-20：00 月、木、日、祝日 無 和式 可 訪問診療も可。

医療法人社団一歯会　求名駅前歯科医院 川島　達人 283-0002 東金市求名２－３４ 0475-52-7070 　9：00-20：00 水、日 - 洋式 △

佐藤歯科医院 佐藤　由信 290-0081 市原市五井中央西２－１４－３　 プロント１－Ｄ 0436-25-6818
平日）9：00-13：00、14：00-19：30
 　土）9：00-13：00、14：00-16：30

水、日、祝日 - 洋式 不可

まつお歯科クリニック 松尾　好 290-0011 市原市能満３１５－７ 0436-42-2332
　9：00-13：00、15：00-19：00
※土曜：14：00-17：30

水、日、祝日 - 洋式 可 バリアフリー

宗田マタニティクリニック歯科室 宗田　友紀子 290-0024 市原市根田３２０－７ 0436-24-4111 　10:00-18:00 水、日、祝日 有 洋式 可

医療法人社団芳明会　なるかわ歯科医院 成川　芳明 292-0015 木更津市本郷１－２７７０　 三浦ビル２F　A・B号 0438-40-1118 　8：15-11：30、13：30-17：00 日 無 洋式 可 昇降器あり

ふしい歯科医院 伏居　教男 292-0823 木更津市桜井新町５-２-１４ 0438-36-3040 　9：00～12：00、14：30～19：00 木曜、日曜、祝日 - 和式 不可

水町歯科医院 水町　裕義 293-0005 富津市上飯野１６９１ 0439-87-3366 　8：30-12：00、14：00-18：30 木、日、祝日 - 和式 可 階段有。

大御歯科医院 大御　覚 292-1146 君津市大井戸３１５ 0439-32-2164 　9：00-12：00、14：00-18：00 月、木、祝日 無 洋式・和式 可

大島歯科クリニック 大島　慶子 277-0014 柏市東１－１－１６－１０１　 04-7164-1182 　9：30-13：00、14：30-19：00 水、日、祝日 - 洋式 可

鈴木歯科医院 鈴木　紘一 276-0032 八千代市八千代台東１－３９－１０ 047-484-0474

月、火、金） 8：30-12：00、14：00-18：00
　　　　　土） 8：30-17：00
　　　　　木）14：00-18：00
※木曜日は不定日

水、日、祝日 有 洋式 可

鷺歯科医院 鷺　二郎 276-0049 八千代市緑が丘２－３１－１ 047-458-2010 　9：00-12：30、14：00-18：00 水、日、祝日 - 洋式 不可

小松歯科医院 小松　修 276-0045 八千代市大和田９２０－２ 047-483-4700 　9：00-12：30、14：00-18：30 水、日、祝日 - 洋式 可 車椅子での来院の際には事前連絡希望。

医療法人社団　千歯会
大網歯科医院

刑部　順 299-3236 大網白里市みやこ野2-2-1 0475-72-6480 　9：30～13：00、14：30～18：30 日曜、祝祭日 - 洋式 不可

みなみはら歯科診療所 青木　洋大 299-2713 南房総市和田町松田１４１ 0470-47-5550
月、火、金）10：00-13：00、15：00-20：00
　　 水、土）

木、日、祝日 無 洋式 可 要予約

要予約




