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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歯科医師会に帰属します。必要があって他の医療情報案内等に

転記する場合は、千葉県歯科医師会に問い合わせいただくと共に、特定の歯科医師のみ掲

載予定であれば、当該歯科医師に（文書による）利用目的の説明と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。 

 

 

 

 

 

 

 



ビーバー号事業：指導医診療所リスト（2019-2020年度）
診療所名 指導医名 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

小林歯科医院 荒井　泰子 260-0021 千葉市中央区新宿２－５－１２ 043-246-7738  9：00～13：00、14：00～18：00 土・日・祝 無 洋式 可

坂口歯科医院 坂口　豊 260-0033 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

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 有 洋式 可

いいじま歯科 飯島　美智子 273-0012 船橋市浜町１－３０－１１ 047-437-1120  9：00～12：00、13：00～17：00 木・日・祝 - 洋式 可 バリアフリー

小宮歯科医院 小宮　あゆみ 274-0075 船橋市滝台町１０５－１ グロ－リア初穂薬円台２１１－２号 047-490-3095  9：00～18：00 水、日、祝日 無 洋式 -

ながなわ歯科 新井田　光希子 274-0063 船橋市習志野台３－１８－６ ハイツ藤井１０２ 047-465-6133
月水金）9：00～20：30
　　　土）9：00～16：30（途中休憩時間あり）
　 日祝）9：00～12：30

火・木 無 洋式 可

あさかげ歯科医院 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・祝：要相談にて診療可
無 洋式 ※

車イスは外階段3～4段は手伝って玄関まで
上がってもらえれば診療室内車椅子可。

鶴岡歯科医院 大野　美帆 274-0077 船橋市薬円台１－５－４ 047-464-8880
 9：30～12：00、15：00～18：00
 ※金・土は午前中のみ

木・日・祝 - 洋式 可

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

医療法人社団 うおい歯科医院 魚井　希実紀 278-0037 野田市野田７２１－１６ 04-7124-0739  9：00～12：30、14：00～19：00
木・日・祝

※祝日のある週は木曜振替診療
無 洋式 可 スロープあり

医療法人社団健望会　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 飯島ビル２０２号 047-309-2610  9：00～21：00 - 無 洋式 不可

こうで歯科 鈴木　隆英 270-0001 松戸市幸田２－１５５－２ 047-347-8824 10：00～13：00、15：00～21：00 火 無 洋式 - 入口まで数段、階段があります。

七井戸歯科 林　逸子 285-0831 佐倉市染井野３－２９－７ 043-489-8839  9：00～14：00 木・日・祝 無 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
 ※土曜日のみ17：30まで

木曜午後、日、祝日 - 洋式 可

医療法人社団五佑会　公津の杜あべ歯科クリニック 阿部　智之 286-0048 成田市公津の杜２－１４－１ セキード・セキ　０００１ 0476-28-6555
月水金）9：00～12：00、14：00～19：00
　　　土）9：00～12：00、14：00～18：00

木・日・祝 - - -

ファミリー小児歯科 宮本　博一 288-0814 銚子市春日町３１３６－３ 0479-22-7222  9：00～12：00、14：00～18：00 木・日・祝 - 洋式 不可

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、日、祝祭日 - 洋式 可 平屋の建物です

ほりずみ歯科医院 堀角　達朗 289-1312 山武市柴原１４３－５ 0475-82-7316  9：00-12：30、14：30-20：00 木、日、祭日 無 和式 可 電話予約

白金歯科医院 伊藤　修一 290-0051 市原市君塚２－１７－２ 0436-24-1234 10：00～13：00、15：00～19：00 木・日・祝 - 洋式 不可

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

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・日・祝 - 和式 不可

天野歯科医院 天野　好之 292-0051 木更津市清川１－２１－１７ 0438-98-5721
 9:20～13：00、14：40～19：00
 ※土曜日のみ17：30まで

木・日・祝祭日
※上記以外に休診になることあり

- 洋式 -

飯島歯科医院 飯島　達郎 293-0001 富津市大堀１－９－１２ 0439-87-1052  9：00～12：00、14：00～19：00 木・日・祝 - 洋式 可
バリアフリー構造ではありませんので、
協力者の同伴が必要です。

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） 9：00-13：00、15：00-18：00

木、日、祝日 無 洋式 可 要予約

鈴木歯科医院 鈴木　道孝 298-0123 いすみ市苅谷１２５９－１ 0470-86-5526  9：30～13：00、15：00～19：00 木・日・祝 - 洋式 可

よつば歯科 岸田　真太郎 277-0945 柏市しいの木台５－２５－１８ 047-394-4180
 9：30～12：30、14：00～18：30
 ※土曜日は午前中のみ

木・祝 - 洋式 ※
土足で入っていただけますが、
入り口に段差があります。

おの歯科医院 小野　泰弘 277-0065 柏市光ケ丘４－３－６ 04-7197-3469
平日）9：00～20：00
土日）9：00～14：00

木・祝 - 洋式 可

住所



ビーバー号事業：指導医診療所リスト（2019-2020年度）
診療所名 指導医名 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

菜のはな歯科クリニック 井口　将人 277-0862 柏市篠籠田１４６２－１ 04-7190-5057
平日）9：00～13：00、14：30～19：00
　 土）9：00～13：00、14：00～16：00

水・日・祝 無 洋式 可

かげやま歯科 仲村　信慶 270-1166 我孫子市我孫子４－２－１２－３０７ 080-2397-6641
水木金）9：00-19：00
　　  土）9：00-13：00

月、火、日 有 - - 基本訪問診療による対応です

勝田歯科医院 勝田　吉美 270-1144 我孫子市東我孫子２－２３－１ 04-7183-0088 　9：00～12：00、14：00～19：00 木・日・祝 - 洋式 可

石川歯科医院 石川　浩之 270-1154 我孫子市白山２－８－３１ 04-7182-3258
平日）9：00～12：30、14：30～19：00
　 土）9：00～12：30、14：30～18：00

木・日・祝 - 洋式 可

大内歯科医院 大内　裕貴 276-0031 八千代市八千代台北１－４－３ 047-482-6502
月水金）8：00～13：00、15：00～19：00
　　　土）8：00～13：00、15：00～17：00
　　　※木曜日は午前中のみ

日・祝 - 洋式 不可

おおかわ歯科クリニック 大川　勝紀 276-0023 八千代市勝田台１－３７－７ 047-751-6480
平日）10：00～20：00
土日）10：00～18：00

火・祝 - 洋式 不可 重度の障害がある方は難しいです。

高洲歯科クリニック 吉澤　慶裕 279-0023 浦安市高洲３－２－１ 047-304-5056
平日）9：00～12：00、14：00～19：30
　 土）9：00～12：00、14：00～16：00

日・祝 - - -
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