摂食嚥下指導一次受け入れ協力歯科診療所
平成２６年６月

版
情報の有効期限：平成２８年３月迄

「千葉県歯科医師会 障害児（者）歯科治療一次受入協力歯科診療所リスト」は千葉県健康福祉部障害福祉課より本会に
委託された、平成 19 年度「障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例」に係わる「障害者の歯科受診
バリアフリー化事業」のひとつとして作成いたしました。
また平成 24 年度より、より良い情報を提供できるように、摂食指導の受け入れが可能な本リストを新たに作成いたしま
した。

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
2.
3.
4.
5.

際の受け入れ体制は様々です。
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。
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。
各診療所の体制によっては、当該医療機関での指導が出来ない場合もございます。
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。

摂食嚥下指導一次受け入れ協力歯科診療所
診療所名

院長名

住所

郵便番号

診療所電話番号

診療時間

休診日

1

橋本歯科医院

橋本 邦彦

260-0044 千葉市中央区松波２－５－８

043-251-8043

9：30～13：00、14：30～19：00
※土は17：00まで

木曜、日曜、祭日

2

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）9：30～21：00
火、土）9：30～18：00

木曜、日曜、祝日

3

藤本歯科長洲医院

藤本 俊男

260-0854 千葉市中央区長洲２－２０－１７

043-225-2030 9:：00～17：00

日曜、祝祭日

4

千葉県立保健医療大学歯科診療室

松井 恭平

261-0014 千葉市美浜区若葉２－１０－１

043-272-1794 9：30～16：00

水曜

5

伊藤歯科医院

伊藤 博志

262-0033 千葉市花見川区幕張本郷６－２３－２６

043-274-0590 9：00～12：30、15：00～17：30

木曜、日曜、祝日

6

かがみ歯科医院

鏡 宣昭

263-0031 千葉市稲毛区稲毛東３－２－１８

043-305-4682 9：00～18：00

木曜、日曜、祝日

7

倉沢歯科クリニック

倉沢 良典

263-0031 千葉市稲毛区稲毛東２－２－１１

043-246-2211 8：30～12：00、14：00～17：30

日曜、祭日

8

いなげ歯科

榎 智嗣

263-0043 千葉市稲毛区小仲台６－１９－２６

043-252-3102 8：00～12：30、14：30～17：00

木曜、日曜、祝日

9

丸山歯科医院

丸山 仁

264-0007 千葉市若葉区小倉町１６６８－８

043-232-6318

月～金）8：30～13：00、14：30～18：00
土）8：30～12：00、13：30～16：30

木曜、日曜、祝日

10 西都賀歯科医院

尹 錫哲

264-0026 千葉市若葉区西都賀３－１４－２

043-256-5582

9：00～12：00、14：00～18：00
※火、土は9：00～12：00まで

木曜、日曜、祝日

11 谷中歯科医院

谷中 真一

266-0005 千葉市緑区誉田町２－２４

043-291-7008 9：00～12：00、14：30～19：00

木曜、日曜、祭日

12 氏家歯科医院

氏家 照幸

266-0031 千葉市緑区おゆみ野４－３９－２

043-292-6474

13 医療法人社団松濤会 まつもと歯科医院

松本 章

267-0066 千葉市緑区あすみが丘１－３８－９

043-295-0414 9：30～12：30、14：30～18：30

14 羽根田歯科医院

羽根田 元子

270-0014 松戸市小金４２８－１

047-309-4618

15 おおたかの森歯科クリニック

齊藤 大

270-0114 流山市東初石６－１８３－１

16 みなみながれやま矯正歯科

妻鹿 宏子

270-0163 流山市南流山２－７－３－１０１

板倉ビル２Ｆ

ライフガーデン４F

10:00～12：00、14：30～19：00
※土曜は17：00まで

平日）9：00～20：00
土）9：00～18：00
月～金）10：00～20：00
04-7178-3111 土）10：00～18：00
日）10：00～13：30
04-7159-6833 10：00～12：00、14：00～18：30
月、水）9：30～12：30、14：30～19：00
火、金）9：00～12：30、14：30～20：00
土）9：00～12：30、14：00～18：00
9：00～12：00、14：30～19：00
※土は18：00まで
10：00～13：00、14：30～21：00
※水、土 10：00～13：00
往診の為、午後は外来はなし
9：00～12：00、14：30～19：00
※土は18：00まで
月、金）9：30～12：30、14：00～19：00
火、水）9：30～12：30、14：00～18：00
土）9：30～12：30、14：00～17：00

17 なかむら歯科クリニック

中村 通宏

270-1101 我孫子市布佐２７４１－４

04-7181-6474

18 石川歯科医院

石川 健祐

270-1154 我孫子市白山２－８－３１

04-7182-3258

19 白山歯科医院

徳永 和子

270-1154 我孫子市白山１－１－５

04-7185-2527

20 石川歯科医院

石川 浩之

270-1154 我孫子市白山２－８－３１

04-7182-3258

21 医療法人社団瑞祥会 いいづか歯科クリニック

飯塚 真司

270-1337 印西市草深２４１９－９

0476-47-1179

22 医療法人社団龍歯会 竜角寺歯科医院

菊地 秀夫

270-1506 印旛郡栄町竜角寺１１２９－２４

0476-95-8585 9：00～13：00、15：00～19：00

23 岡永歯科

岡永 覚

272-0015 市川市鬼高３－１１－９

047-376-3503
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平日）10：00～13：00、15：00～21：00
土）10：00～14：00

日曜、祝日、その他
木曜、日曜、祭日
日曜、祝日
火曜、祝日
月曜、木曜
木曜、日曜、祝日
木曜、土曜、日曜、祭日
木曜、日曜、祝日
木曜、土曜、日曜、祭日
木曜、日曜、祝日
木曜、日曜
水曜、日曜
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24 杉山デンタルクリニック

杉山 茂夫

272-0021 市川市八幡２－９－１４

047-333-9721 9：30～20：00

日曜、祝日

25 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

木曜、日曜、祭日

26 ファミリ－歯科

篠塚 光久

272-0144 市川市新井３－４－６

047-358-8446 10：00～13：00、14：30～18：30

木曜、日曜、祝祭日

水曜、日曜、祭日
日曜、祭日
火、木、土の午後

キョウエイビル３０３

27 石井歯科医院

石井 広志

272-0822 市川市宮久保１－１６－３

★心身障害児のみ。
障害者は障害児から引き続きのみとしてい
047-300-5585
ます。
9：30～13：00、14：00～19：00

28 木下歯科医院

木下 善隆

273-0121 鎌ケ谷市初富３１８－４

047-445-8220 9：00～12：00、15：00～18：00

月、火、水、金）10：00～13：00、14：00～19：
00
木曜、日曜、祝日
047-424-1833 木 ※祝日のある週）10：00～13：00、14：00～ ※祝日のある週の木曜は診
療
17：00
土）10：00～13：00、14：00～17：00

29 医療法人社団定仁会 小貫歯科医院

飯島 美智子

273-0005 船橋市本町７－６－１

30 医療法人社団健恒会 東海神歯科

細野 隆也

273-0005 船橋市本町７－２２－２１

047-425-4182 9：00～13：00、15：00～19：00

日曜、1/1～1/3

273-0042 船橋市前貝塚町５６５－１１

月）9：30～13：00、14：30～18：30
火）9：30～13：00、14：30～19：30
047-438-4182 水）9：30～12：00、14：30～18：30
金）9：30～13：00、14：30～19：30
土）9：30～13：00、14：30～16：30

木曜、日曜、祭日

31 鈴木歯科クリニック

鈴木 篤

イトーヨーカドー６Ｆ

塚田プラザ３０２

月～土）9：30～13：30
月、火、水、金）15：00～17：30、18：00～20：
047-469-5005 30
祝日
木、土）15：00～18：30
日）9：30～15：00

32 医療法人社団寛麗会 エバト歯科医院

江波戸 寛

274-0063 船橋市習志野台４－９－１０

33 ながなわ歯科

新井田 光希子 274-0063 船橋市習志野台３－１８－６

34 歯科藤村医院

藤村 修一

274-0064 船橋市松が丘４－１２－９

35 もりなが歯科医院

森永 修二

274-0065 船橋市高根台１－１７－２

047-462-8812 9：30～19：00

日曜、祝日、第2,4木曜

36 米谷歯科医院

米谷 敬司

274-0067 船橋市大穴南５－２３－１０

047-466-8586 10：00～13：30、15：00～18：00

日、月、祝日

37 タエ小児歯科クリニック

兼元 妙子

274-0073 船橋市田喜野井２－２６－１８

047-478-2726

38 小宮歯科医院

小宮 あゆみ

274-0075 船橋市滝台町１０５－１

39 鶴岡歯科医院

大野 美帆

40 医療法人社団康和会 林歯科医院

ハイツ藤井１０２

グロ－リア初穂薬円台２１１－２号

月・水・金）9：00～21：00
（13：00～14：30、17：00～18：00休憩）
土）9：00～17：00（12：00～13：30休憩）
日・祝）9：00～13：00
平日）10：00～13：00、15：30～18：00
047-465-6511 土）10：00～13：30
※月、水、金は夜間あり 19：00～20：30
047-465-6133

平日）12：00～19：00
土）9：00～16：00

火曜、水曜

木曜、日曜、祝日

火曜、木曜、日曜

047-490-3095

水曜、日曜、祝日

274-0077 船橋市薬円台１－５－４

047-464-8880 9：30～12：30、14：30～18：00

木曜、金曜午後、土曜午
後、日曜、祝日

林 康夫

274-0805 船橋市二和東１－９－１２

047-449-1222 9：30～19：00

木曜、日曜、祝日

41 クロ－バ－歯科

矢吹 達郎

274-0825 船橋市前原西２－１２－９

047-478-7861 10：00～13：00、14：30～18：30

木曜、日曜、祝祭日

42 陣内歯科医院

陣内 純

276-0023 八千代市勝田台７－３０－１８

047-486-0418 9：30～12：30、14：30～19：00

土曜午後、日曜

大生ビル３Ｆ
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診療時間

43 大内歯科医院

大内 裕貴

276-0031 八千代市八千代台北１－４－３

44 医療法人社団雄輝会 新木戸歯科クリニック

椛田 雄一

276-0046 八千代市大和田新田３

45 柴原歯科医院

柴原 康一

277-0051 柏市加賀３－２５－３

04-7172-0130 9：00～12：00、14：00～19：00

水曜、金曜

46 渡辺歯科医院

渡辺 哲邦

277-0813 柏市大室２４９－２

04-7133-1416 9：00～12：00、14：00～18：30

木曜、日曜、祝日
土曜午後

47 金丸歯科医院

金丸 俊一

277-0863 柏市豊四季１００６－６

月、火、水、金）10：00～13：00、15：00～21：
04-7139-3860 00
日曜、祭日
木、土）10：00～13：00、15：00～18：00

48 高柳歯科医院

百木田 等

277-0941 柏市高柳１４７８－４

04-7191-4950 9：30～11：30、15：00～18：30

49 医療法人社団ＮＴＭ ららぽーと柏の葉歯科クリニック

047-482-6502 9：00～12：00、12：00～18：00

休診日

澤田ビル１Ｆ

277-8518 柏市若柴１７５

ららぽーと柏の葉３F

047-459-3310

04-7135-0896

10：00～13：00、14：30～19：30
※木は午前、午後 訪問診療

月～土）10：00～20：30
日、祝）10：00～19：00

日曜、祭日
日曜、祭日

木曜、日曜、祭日
なし

50 上野歯科クリニック

上野 栄一

278-0027 野田市みずき２－４－８

月、火、木、金）9：30～12：30、15：00～20：
04-7126-6480 00
水、土）7：00～12：00

51 医療法人社団皓歯会 ぐみょう今井歯科医院

今井 守夫

283-0002 東金市求名字東下谷８９５－６

0475-58-7374

52 いごう歯科医院

井合 雅彦

283-0005 東金市田間２２６４

0475-50-2323 9：30～13：00、14：30～19：00

木曜、日曜、祝日

284-0045 四街道市美しが丘２－５－１

月～水、金）10：00～20：00
043-433-4108 木）10：00～13：00
土）10：00～18：00

木曜午後、日曜、祭日

285-0812 佐倉市六崎７０９－１

043-486-6754 9：00～12：00、14：30～18：00

木曜、日曜、祝日

043-461-3535 9：15～13：00、14：15～19：00

木曜（午後）、日曜

043-461-4854 10：00～13：00、14：30～19：00

水曜
日曜午後、祝日午後

043-462-7393 9：30～13：00、14：30～19：00

水曜（午前）、土曜（午
後）、日曜、祝日

53 美しが丘歯科

清野 豊

54 栗原歯科医院

パ－クハウス１０２号

月～金）9：30～13：30、14：30～20：00
土）9：30～13：30、14：30～18：00

日曜、祝祭日

日曜、祝日

55 医療法人社団春陽会 佐倉歯科医院

出澤 政隆

285-0837 佐倉市王子台３－８－８

56 ミカエル歯科

林 英昭

285-0845 佐倉市西志津４－１－１

57 中村歯科医院

中村 裕美子

285-0845 佐倉市西志津１－２０－９

58 医療法人社団秀飛会 上志津中央歯科

秤屋 尚生

285-0846 佐倉市上志津１６５６－６

蜂谷ビル１・２階

043-461-3557 10：00～13：00、15：00～19：00

木曜、日曜、祝日

59 たんぽぽ小児歯科

鳥山 栄

286-0033 成田市花崎町８００－６

丸喜ビル３Ｆ

0476-22-1325 9：00～18：00

日曜、水曜、祝日

60 三里塚歯科医院

岡田 秀彦

286-0114 成田市本城１３４－８

0476-35-5215

61 医療法人社団十善会 いわせ歯科

岩瀬 治

289-0312 香取市本郷字川上１０００

0478-80-1133 9：30～13：00、14：30～19：00

月1回ホームページに掲
載 URL
http://www.jyuuzenkai.or
.jp/

62 グリーンデンタルクリニック

菅谷 京子

289-0601 香取郡東庄町笹川イ-４５３９－７４

0478-86-2020 9：00～12：30、14：30～18：30

水曜、日曜、祭日

63 医療法人社団盛徳会 川野歯科医院

川野 壽彦

289-1101 八街市朝日５３９

043-443-6565

月～土）8：30～11：30、14：00～18：30
日）7：30～11：00

火曜、金曜、日曜（午
後）、祝日

64 古川歯科医院

古川 益弘

289-1143 八街市八街い７７－１２０

043-443-8765

9：00～20：00
※12：00～14：30は昼休み

木曜

マルエツ新志津店２Ｆ
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平日）9：00～12：00、14：00～19：00
土曜）8：15～12：00、14：00～18：00

木曜、日曜、祭日

摂食嚥下指導一次受け入れ協力歯科診療所
診療所名

院長名

住所

郵便番号

診療所電話番号

診療時間

休診日

65 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

木曜、日曜

66 夢屋診療所

鈴木 真子

289-2501 旭市新町１０３０

0479-60-1401 9：00～12：00、13：00～17：00

土曜、日曜、祝日

67 若宮歯科医院

加賀美 勝仁

290-0006 市原市若宮３－３－２

0436-42-3444

68 渡辺歯科医院

渡辺 孝雄

290-0081 市原市五井中央西３－１０－１３

0436-21-0303 9：00～18：00

69 永野歯科医院

永野 伸一

290-0221 市原市馬立８１３

0436-95-1640

月、火、水、金）8：40～17：00
土）8：30～11：30

木曜、日曜、祭日
土の午後

70 つるまい歯科医院

渡辺 哲広

290-0512 市原市鶴舞７０１－１

0436-88-4182

9：00～12：00、14：00～19：00
※土は17：00まで

木曜、日曜、祝祭日

71 医療法人社団朱由佑会 こうの・デンタルクリニック

河野 礼由公

292-0014 木更津市高柳１－５－２７

0438-41-3363 8：30～12：00、14：30～19：00

日曜、祝日

72 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

0438-40-1118 8：15～11：30、13：30～17：00

日曜、祝日

73 天野歯科医院

天野 好之

292-0051 木更津市清川１－２１－１７

0438-98-5721

9：00～19：30
※土は18：30まで

木曜、日曜、祝祭日

74 瀬戸歯科医院

瀬戸 和仁

292-0055 木更津市朝日２－１－３０

0438-25-8841

平日）9：00～13：00、15：00～20：00
土）9：00～13：00、15：00～18：00

水曜、日曜、祝日

75 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 9：00～13：00、14：30～19：00

木曜、日曜、祝祭日

0470-24-8001 9：00～18：00

日曜、祝祭日

04-7099-1665 9：30～12：00、14：00～19：00

水曜、日曜、祭日

三浦ビル２F A・B号

月～金）9：30～13：00、15：00～19：00
土）9：30～13：00、15：00～18：00

木曜、日曜、祝祭日
木曜、日曜、祝日

76

医療法人社団渉仁会
佐々木歯科口腔顎顔面ケアクリニック

佐々木 研一

294-0048 館山市下真倉６２６－１

77

医療法人社団尭舜会
歯科かもがわデンタルクリニック

渥美 浩行

296-0001 鴨川市横渚９７５－１２

78 西歯科医院

毛取 健至

297-0121 長生郡長南町長南２６２４

0475-46-1108 9：00～12：00、15：00～19：00

日曜、祝日

79 大網白里歯科診療所

和田 美昭

299-3235 大網白里市駒込１６１３

0475-72-7544 9：00～12：00、15：00～19：00

木曜、日曜、祭日

80 山倉歯科医院

山倉 久史

299-4114 茂原市本納１９８０－１

0475-34-2012

梅月堂鴨川駅西口ビル２Ｆ
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9：00～12：00、14：30～19：00
土のみ午後は14：30～17：00

木曜、日曜、祝祭日

