
船橋市小児慢性特定疾病指定医療機関名簿

名称 診療科名 郵便番号 所在地 電話番号 備考

いのまたこどもクリニック 小児科 273-0002 東船橋1-38-1-201 047-460-7160

はまさと内科リウマチ膠原病クリニック 内科・リウマチ科・アレルギー科 273-0002 東船橋4-30-2　2階 047-411-6111 令和4年11月1日より

やぐち内科クリニック 内科・呼吸器内科・アレルギー科 273-0003 宮本2-1-18 047-460-5107

寺田医院 耳鼻咽喉科・気管食道科 273-0003 宮本6-26-18 047-426-3387

南浜診療所 内科・小児科・皮膚科 273-0004 南本町6-5 047-431-3717

北林医院 眼科 273-0005 本町1-3-1 船橋ﾌｪｲｽ3階 047-424-0286

板倉病院

内科・循環器内科・消化器内科・消化器外科・外科・肛門
外科・整形外科・リウマチ科・リハビリテーション科・麻酔
科・脳神経外科・心療内科・呼吸器外科・乳腺外科・皮膚
科・腎臓内科・婦人科・リウマチ・アレルギー内科・糖尿
病内科・疼痛緩和外科・肝臓・胆のう・膵臓外科・神経内
科

273-0005 本町2-10-1 047-431-2662

佐野医院 小児科・内科 273-0005 本町3-3-7 047-422-2278

悠翔会在宅クリニック船橋
内科・精神科・皮膚科・脳神経外科・脳神経内科・緩和ケ
ア内科

273-0005 本町4-40-8 ｾﾋﾟｱﾋﾞﾙ1階 047-407-0930

ますだ乳腺・甲状腺クリニック 内科・外科 273-0005 本町6-1-3 ﾒﾙﾌｧｰﾚ船橋2階 047-411-7430

松永小児科 小児科・内科・アレルギー科 273-0005 本町6-7-27 047-423-5788

船橋駅前みみはなクリニック 耳鼻咽喉科・アレルギー科 273-0005 本町7-6-1 船橋ﾂｲﾝﾋﾞﾙ東館6階 047-411-3387

東海神歯科 歯科・小児歯科・歯科口腔外科・矯正歯科 273-0005 本町7-22-21 047-425-4182 令和4年7月1日まで

かわい内科クリニック 内科・小児科・消化器内科 273-0012 浜町2-2-7 ﾋﾞﾋﾞｯﾄｽｸｴｱ4階 区画番号429 047-432-5353

よし歯科医院 歯科 273-0013 若松2-6-1-120 047-411-9010

大西小児科 小児科 273-0031 西船2-28-1 大日・西船ﾋﾞﾙ2階 047-420-1436 令和4年6月22日まで

くまがい眼科 眼科 273-0031 西船5-26-25-201 047-333-5888

小児リウマチ・アレルギークリニック 小児科・アレルギー科・リウマチ科 273-0032 葛飾町2-335-1 ｱﾙﾏｰｽ弐番館1階 047-495-4150

あさひ耳鼻咽喉科（西船橋） 耳鼻咽喉科 273-0032 葛飾町2-335-1 ｱﾙﾏｰｽ弐番館2階 047-437-8700

近藤クリニック 消化器内科・内科･小児科 273-0032 葛飾町2-337 047-434-6000

船橋整形外科西船クリニック 整形外科・リハビリテーション科 273-0032 葛飾町2-351 047-420-7222
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ふなえ歯科クリニック 歯科 273-0033 本郷町727-1 047-711-3215

下総中山整形外科クリニック 整形外科・外科・リウマチ科・リハビリテーション科・内科 273-0035 本中山2-10-1 4階 047-320-2311

本中山クリニック 内科・消化器内科・漢方内科 273-0035 本中山2-18-3 ｶﾀﾝｸﾛｰﾊﾞｰﾋﾞﾙ1階 047-302-3777

小栗原クリニック 内科・胃腸科・消化器科 273-0035 本中山3-8-16 047-333-5553

サンライズこどもクリニック 小児科 273-0035 本中山4-22-10 中山ﾒﾃﾞｨｶﾙｽｸｴｱ1階 047-333-8222

石川内科クリニック 内科・循環器科 273-0035 本中山4-22-10 中山ﾒﾃﾞｨｶﾙｽｸｴｱ2階 047-333-1792

北村小児科 小児科 273-0035 本中山7-5-1 ｶﾞｰﾃﾞﾝﾋﾙｽﾞ原木 047-336-9362

まな皮ふ科クリニック 皮膚科・小児皮膚科・アレルギー科 273-0035 本中山7-5-11　フォルトゥーナ102 047-302-4112 令和4年7月1日より

宇田川皮フ科クリニック 皮膚科 273-0035 本中山7-21-1 047-328-5000

土居内科医院 内科・呼吸器内科・循環器内科・アレルギー科 273-0036 東中山1-18-10 047-334-2686

きのしたクリニック 内科・外科・呼吸器内科・アレルギー科・皮膚科 273-0042 前貝塚町549-1 G.G.C.1階 047-401-6881

塚田耳鼻咽喉科医院 耳鼻咽喉科 273-0042 前貝塚町565-11 東武塚田ﾋﾞﾙ2階 047-439-1132

東武塚田クリニック
内科・心療内科・精神科・呼吸器科・消化器科・循環器
科・アレルギー科・小児科・リハビリテーション科

273-0042 前貝塚町565-12 047-430-3322

やまなか小児科・内科 小児科・内科 273-0044 行田1-50-2 ﾌｫﾙﾃ船橋2階 047-404-7004

しんふなキッズクリニック 小児科・アレルギー科 273-0045 山手3-1-12 新船橋ｸﾘﾆｯｸﾌｧｰﾑ2階 047-404-4238

法典クリニック
内科・小児科・整形外科・形成外科・皮膚科・眼科・呼吸
器科・消化器科・循環器科・外科・美容外科・小児外科・
リハビリテーション科

273-0046 上山町1-128-1 ﾙｰﾗﾙ拾弐番館2階 047-337-7896

山口内科 内科 273-0046 上山町1-139-8 047-300-6600

若葉クリニック 内科・整形外科・小児科・皮膚科・精神科 273-0046 上山町1-156-1 047-303-0800

グローバル歯科馬込沢 歯科・小児歯科・口腔外科・訪問歯科 273-0047 藤原7-2-2 Lｕｚ船橋4階 047-439-4180

船橋青い空こどもクリニック 小児科 273-0861 米ケ崎町651-1　1階 047-407-0201

さいとう眼科 眼科 273-0864 北本町1-3-1 Kﾒﾃﾞｨｶﾙﾓｰﾙ 047-460-2211
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船橋総合病院

内科・循環器内科・糖尿病内科・腎臓内科・脳神経内科・
外科・消化器外科・形成外科・肛門外科・整形外科・脳神
経外科・小児科・皮膚科・泌尿器科・眼科・耳鼻咽喉科・
リハビリテーション科・放射線科・麻酔科・呼吸器内科・消
化器内科・救急科

273-0864 北本町1-13-1 047-425-1151

朝比奈クリニック 内科・外科・呼吸器内科・アレルギー科・小児科 273-0865 夏見4-1-34 047-422-7795

船橋市立リハビリテーション病院 リハビリテーション科 273-0866 夏見台4-26-1 047-439-1200

かざぐるま休日急患・特殊歯科診療所 歯科・小児歯科 273-8506 北本町1-16-55 保健福祉ｾﾝﾀｰ1階 047-423-2113

東京ベイサイドクリニック 内科（内視鏡） 273-8530 浜町2-1-1 ららぽーとTOKYO-BAY西館3階 047-495-0013

船橋ベイサイド小児科 小児科・思春期内科 273-8530 浜町2-1-1 ららぽーとTOKYO-BAY西館3階 047-435-4153

船橋中央病院

内科・小児科・新生児科・外科・整形外科・形成外科・皮
膚科・泌尿器科・産科・婦人科・眼科・耳鼻咽喉科・放射
線科・麻酔科・歯科・歯科口腔外科・神経内科・呼吸器内
科・消化器内科・循環器内科・血液内科・糖尿病内科・小
児外科・乳腺外科・消化器外科・肛門外科・リハビリテー
ション科・病理診断科

273-8556 海神6-13-10 047-433-2111

船橋市立医療センター

内科・呼吸器内科・消化器内科・循環器内科・代謝内科・
緩和ケア内科・腫瘍内科・脳神経内科・腎臓内科・精神
科・リウマチ科・小児科・外科・消化器外科・乳腺外科・整
形外科・形成外科・脳神経外科・呼吸器外科・心臓血管
外科・皮膚科・泌尿器科・産婦人科・眼科・耳鼻咽喉科・
リハビリテーション科・放射線診断科・放射線治療科・麻
酔科・歯科口腔外科・救急科

273-8588 金杉1-21-1 047-438-3321

セコメディック病院
内科･神経内科･小児科･外科･整形外科・脳神経外科･
心臓血管外科･皮膚科･泌尿器科･眼科･耳鼻咽喉科

274-0053 豊富町696-1 047-457-9900

しまね内科クリニック 呼吸器内科・循環器内科・アレルギー内科 274-0060 坪井東1-2-25 047-456-5252

たいようこどもクリニック 小児科 274-0060 坪井東2-13-28 047-411-8822

船橋日大前さくらパーク歯科 歯科・小児歯科・歯科口腔外科・矯正歯科 274-0060 坪井東3-14-1 047-468-8217

鳥海内科 内科 274-0063 習志野台1-2-2 ｳｲﾝｸﾞ21 3階 047-456-5020

いまもと泌尿器科クリニック 泌尿器科 274-0063 習志野台1-38-11 北習志野ﾒﾃﾞｨｶﾙﾌﾟﾗｻﾞ4階 047-402-0011
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北習志野歯科 歯科・小児歯科・歯科口腔外科・矯正歯科 274-0063 習志野台2-6-17 047-468-8211 令和4年7月1日まで

吉田小児科医院 小児科 274-0063 習志野台2-34-17 047-466-1400

長谷川眼科医院 眼科 274-0063 習志野台2-49-7 047-466-3637

北習志野花輪病院

整形外科・内科・消化器内科・循環器内科・脳神経内科・
糖尿病内科・呼吸器内科・リウマチ科・外科・消化器外
科・透析外科・内視鏡外科・小児科・皮膚科・耳鼻咽喉
科・眼科・リハビリテーション科

274-0063 習志野台2-71-10 047-462-2112

山岡内科クリニック 内科 274-0063 習志野台3-13-25-101 047-468-0720

せき内科クリニック 内科・小児科・循環器内科 274-0063 習志野台4-3-8 047-496-7890

共立習志野台病院 内科・小児科・乳腺外科・産婦人科・皮膚科 274-0063 習志野台4-13-16 047-466-3018

さんいく会ファミリークリニック 内科・小児科・消化器内科 274-0064 松が丘1-5-4 047-466-1515

東船橋病院
脳神経外科・外科・消化器外科・呼吸器外科・整形外科・
内科・胃腸内科・循環器内科・神経内科・放射線科・リハ
ビリテーション科・救急科

274-0065 高根台4-29-1 047-468-0011

ひかり内科クリニック
内科・循環器内科・呼吸器内科・アレルギー科・リウマチ
科・小児科・皮膚科

274-0065 高根台6-40-13 047-496-5661

やまと内科小児科クリニック 内科・小児科・呼吸器内科 274-0065 高根台7-12-10 047-465-0870

金井医院 内科・小児科 274-0068 大穴北2-1-10 047-457-7230

志村医院 内科・小児科・皮膚科 274-0072 三山8-7-2 047-472-7166

戸張クリニック 内科・外科・消化器科・肛門科・皮膚科 274-0073 田喜野井7-3-13 047-456-4777

たかざわ医院 内科・小児科・消化器科・外科 274-0077 薬円台6-3-8 047-490-3344

薬園台さかいクリニック 内科・泌尿器科 274-0077 薬円台6-6-2 2階 047-490-1515

薬円台歯科 歯科・小児歯科・歯科口腔外科・矯正歯科 274-0077 薬円台6-6-8 047-461-4182

薬円台眼科 眼科 274-0077 薬円台6-14-31 047-469-6123
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船橋二和病院附属ふたわ診療所

内科・消化器科・呼吸器科・循環器科・内分泌代謝科・小
児科・外科・整形外科・心臓血管外科・小児外科・泌尿器
科・産婦人科・リハビリテーション科・精神科・肛門科・皮
膚科・眼科・耳鼻咽喉科・放射線科・麻酔科・病理診断
科・人工透析

274-0805 二和東3-16-1 047-448-7660

船橋二和病院

内科・外科・小児科・整形外科・小児外科・眼科・肛門科・
泌尿器科・リハビリテーション科・放射線科・病理診断科・
麻酔科・皮膚科・耳鼻咽喉科・精神科・呼吸器科・循環器
科・消化器科

274-0805 二和東5-1-1 047-448-7111

三咲内科クリニック 内科 274-0805 二和東6-44-9 ｻﾆｰﾊｲﾗｲｽﾞⅡｰ201 047-440-2222

北川眼科クリニックふたわ 眼科・アレルギー科 274-0807 咲が丘3-25-3 ﾐﾂﾖｼﾋﾞﾙ3階 047-490-7070

おぐち小児科 小児科・アレルギー科 274-0807 咲が丘3-25-3 ﾐﾂﾖｼﾋﾞﾙ4階 047-404-8662

さざんか特殊歯科診療所 歯科・小児歯科 274-0812 三咲7-24-1 北部福祉会館１階 047-449-7557

滝不動病院
内科・外科・整形外科・消化器内科・消化器外科・循環器
内科・脳神経外科・肝臓内科・皮膚科・肛門内科・肛門外
科・泌尿器科・放射線科

274-0813 南三咲4-13-1 047-448-6881

守田皮フ科クリニック 皮膚科・アレルギー科 274-0814 新高根6-38-8 047-467-4112

まつうら眼科 眼科 274-0814 新高根6-38-8-203 047-466-4641 令和4年11月1日より

高根木戸眼科 眼科 274-0815 西習志野2-4-3 047-465-8020

本田こどもクリニック 小児科・内科・アレルギー科 274-0815 西習志野4-11-2 047-468-7211

芝山台歯科診療所 歯科・小児歯科 274-0816 芝山3-1-1 047-463-9060

矢島耳鼻咽喉科医院 耳鼻咽喉科・皮膚科・アレルギー科 274-0816 芝山3-1-2 047-467-1101

堀野医院 小児科・皮膚科・内科 274-0818 緑台2-6-2-105 047-447-1421

船橋整形外科クリニック 整形外科・リハビリテーション科 274-0822 飯山満町1-824 047-425-5585

船橋整形外科病院 整形外科・リハビリテーション科・麻酔科・内科 274-0822 飯山満町1-833 047-425-5585

いとう内科循環器科クリニック 内科・循環器内科 274-0823 二宮1-5-4 047-465-2000

さめじま眼科 眼科 274-0825 前原西2-19-1 津田沼ﾊﾟﾙｺB館4階 047-470-2203

はぎわら内科クリニック 内科・小児科・消化器内科・呼吸器内科 274-0825 前原西2-33-11 047-472-1002
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キッズ・ファミリークリニックささもと小児科 小児科・内科・アレルギー科 274-0825 前原西6-1-22 047-402-3301

千葉徳洲会病院

内科・外科・消化器内科・消化器外科・循環器内科・呼吸
器内科・呼吸器外科・脳神経外科・小児科・婦人科・心臓
血管外科・整形外科・泌尿器科・皮膚科・耳鼻咽喉科・頭
頚部外科・糖尿病内科・放射線科・放射線治療科・リハビ
リテーション科・麻酔科・眼科・神経内科・救急科・病理診
断科・緩和ケア内科

274-8503 高根台2-11-1 047-466-7111
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