
県内相互乗り入れ協力医療機関(千葉市)

Ｎｏ． 市町村名 医療機関名 医療機関住所 電話番号 HPVワクチン

1 千葉市稲毛区 むらまつクリニック 千葉市稲毛区山王町138-4 043-304-3600 ○

2 千葉市稲毛区 山王病院 千葉市稲毛区山王町166-2 043-421-2221 ○

3 千葉市稲毛区 千草台なかむらクリニック 千葉市稲毛区千草台1-1-28-1 043-206-2001 ○

4 千葉市稲毛区 西千葉整形外科 千葉市稲毛区作草部1-12-5 043-207-8885 ○

5 千葉市稲毛区 谷嶋医院 千葉市稲毛区天台4-10-3 043-252-0318 ○

6 千葉市稲毛区 轟クリニック 千葉市稲毛区轟町1-13-3 043-251-6297 ○

7 千葉市稲毛区 林医院 千葉市稲毛区轟町1-16-2 043-251-6397 ○

8 千葉市稲毛区 緑町診療所 千葉市稲毛区緑町2-17-12 043-241-2007 ○

9 千葉市稲毛区 木内クリニック 千葉市稲毛区穴川3-4-1 043-207-3560 ○

10 千葉市稲毛区 勝又内科医院 千葉市稲毛区園生町236-12 043-251-8713 ○

11 千葉市稲毛区 川島医院 千葉市稲毛区稲毛東2-7-11 043-243-9257 ○

12 千葉市稲毛区 近藤医院 千葉市稲毛区稲毛東3-6-37 043-243-9096 ○

13 千葉市稲毛区 稲毛とらのこ産婦人科 千葉市稲毛区小仲台2-3-15 043-285-1110 ○

14 千葉市稲毛区 稲毛むらさき内科クリニック 千葉市稲毛区小仲台2-5-3 稲栄ビル3F 043-290-0770 ○

15 千葉市稲毛区 髙橋こどもクリニック 千葉市稲毛区小仲台2-8-23 向後ビル102 043-206-7717 ○

16 千葉市稲毛区 田中クリニック 千葉市稲毛区小仲台5-4-15 043-252-2281 ○

17 千葉市稲毛区 マリヤ・クリニック 千葉市稲毛区小仲台6-19-19 Ｍｙビル 043-287-2624 ○

18 千葉市稲毛区 くろさきこどもクリニック 千葉市稲毛区小仲台6-23-6 043-375-7944 ○

19 千葉市稲毛区 たじま産婦人科 千葉市稲毛区小仲台6-3-7 043-251-8197 ○

20 千葉市稲毛区 稲毛バースクリニック 千葉市稲毛区小仲台6-4-15 043-287-1355 ○

21 千葉市稲毛区 千葉健康クリニック 千葉市稲毛区小仲台7-12-1 043-255-8434 ○

22 千葉市稲毛区 ぴあーすクリニック 千葉市稲毛区小仲台7-20-5 043-290-6767 ○

23 千葉市稲毛区 ふらットクリニック 千葉市稲毛区稲毛東1-16-11 Ｆ＋ビル1F 043-301-2177 ○

24 千葉市中央区 千葉レディースクリニック 千葉市中央区富士見1-14-11 常盤ビル4F 043-221-3000 ○

25 千葉市中央区 東京ビジネスクリニック　ペリエ千葉エキナカ 千葉市中央区新千葉1-1-1 ペリエ千葉エキナカ4階 043-215-8111 ○

26 千葉市中央区 春日２丁目クリニック 千葉市中央区春日2-13-3 043-241-0171 ○

27 千葉市中央区 大濱医院 千葉市中央区松波1-4-15 043-251-8621 ○

28 千葉市中央区 小野寺産婦人科 千葉市中央区松波2-12-10 043-251-7520 ○

29 千葉市中央区 山口内科外科クリニック 千葉市中央区弁天1-2-3 KMビル2F 043-207-7781 ○

30 千葉市中央区 青い鳥クリニック千葉 千葉市中央区弁天1-33-2 043-285-1151 ○

31 千葉市中央区 髙部内科医院 千葉市中央区都町1-49-6 043-233-1321 ○

32 千葉市中央区 つばきこどもクリニック 千葉市中央区都町2-16-6 千葉都町宇佐美ﾋﾞﾙ2F 043-214-1138 ○

33 千葉市中央区 大賀医院 千葉市中央区祐光1-12-5 043-225-5060 ○

34 千葉市中央区 千葉きぼーるクリニック 千葉市中央区中央4-5-1 043-201-6600 ○

35 千葉市中央区 千葉市立青葉病院 千葉市中央区青葉町1273-2 043-227-1131 ○

36 千葉市中央区 なのはなクリニック 千葉市中央区亥鼻2-2-3 043-222-1135 ○

37 千葉市中央区 田那村内科小児科医院 千葉市中央区新宿2-5-21 043-241-3912 ○

38 千葉市中央区 本千葉小児科 千葉市中央区港町17-2 043-441-7852 ○

39 千葉市中央区 若杉こどもクリニック 千葉市中央区千葉寺町1194-3-201 043-266-0253 ○

40 千葉市中央区 中村内科クリニック 千葉市中央区千葉寺町309-2 043-261-1572 ○

41 千葉市中央区 神田内科医院 千葉市中央区長洲1-10-1 043-222-0656 ○

42 千葉市中央区 るみえ内科小児科 千葉市中央区長洲1-1-10 KCSビル1F 043-202-5511 ○

43 千葉市中央区 國分クリニック 千葉市中央区宮崎町235-8 043-266-2550 ○

44 千葉市中央区 久保生実町クリニック 千葉市中央区生実町1789-1 043-261-0201 ○

45 千葉市中央区 浜野長嶋内科 千葉市中央区浜野町906 043-266-2788 ○

46 千葉市中央区 そがこどもクリニック 千葉市中央区今井2-11-17 043-209-1656 ○

47 千葉市中央区 水野胃腸科・内科 千葉市中央区今井2-2-10 043-261-0613 ○

48 千葉市中央区 今井町診療所 千葉市中央区白旗2-4-10 043-261-4537 ○

49 千葉市中央区 ファミール産院ちば 千葉市中央区白旗2-7-2 043-261-0851 ○
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50 千葉市中央区 野井レディースクリニック 千葉市中央区南町2-14-14 043-261-4103 ○

51 千葉市中央区 そが内科・小児科クリニック 千葉市中央区南町2-16-5 海氣舘蘇我駅前ﾋﾞﾙ2F 043-266-3960 ○

52 千葉市中央区 千葉大学医学部附属病院　小児科 千葉市中央区亥鼻1-8-1 043-222-7171 ○

53 千葉市中央区 独立行政法人国立病院機構千葉東病院 千葉市中央区仁戸名町673番地 043-261-5171 ○

54 千葉市花見川区 古川内科医院 千葉市花見川区こてはし台1-25-1 043-258-1817 ○

55 千葉市花見川区 元山医院 千葉市花見川区朝日ヶ丘1-10-15 043-298-2811 ○

56 千葉市花見川区 坂口医院 千葉市花見川区長作町600-7 043-259-3225 ○

57 千葉市花見川区 藤森小児科 千葉市花見川区作新台1-6-1 043-259-6405 ○

58 千葉市花見川区 田井小児科・眼科・心療内科 千葉市花見川区柏井1-3-25-2 043-259-4577 ○

59 千葉市花見川区 最成病院 千葉市花見川区柏井町800-1 043-258-1211 ○

60 千葉市花見川区 ひらおか内科クリニック 千葉市花見川区南花園1-44-8 043-276-7188 ○

61 千葉市花見川区 南花園クリニック 千葉市花見川区南花園1-44-9 高山ビル2階 043-239-5111 ○

62 千葉市花見川区 石川小児科医院 千葉市花見川区検見川町3-326-3 043-271-3178 ○

63 千葉市花見川区 検見川ウィメンズクリニック 千葉市花見川区検見川町5-2082-8 043-273-2233 ○

64 千葉市花見川区 いとう新検見川クリニック 千葉市花見川区花園1-9-18 ｸﾘﾆｯｸｶﾞｰﾃﾞﾝ花園3B 043-272-3213 ○

65 千葉市花見川区 小林こどもクリニック 千葉市花見川区花園5-3-10 プチモンド102 043-296-2208 ○

66 千葉市花見川区 野瀬はなぞのクリニック 千葉市花見川区花園5-3-10 プチモンド103 043-212-7522 ○

67 千葉市花見川区 千葉健生病院付属まくはり診療所 千葉市花見川区幕張町5-392-3 043-272-1081 ○

68 千葉市花見川区 千葉健生病院 千葉市花見川区幕張町5-392-4 043-272-1211 ○

69 千葉市花見川区 幕張キッズクリニック 千葉市花見川区幕張町5-417-222 幕張グリーンハイツBF 043-306-1177 ○

70 千葉市花見川区 田村ゆみこ内科クリニック 千葉市花見川区幕張町5-417-243 ブランズ幕張2F 043-296-9255 ○

71 千葉市花見川区 武藤医院 千葉市花見川区幕張町6-131 043-273-3979 ○

72 千葉市花見川区 幕張ももの木クリニック 千葉市花見川区幕張町6-79-17 043-272-0281 ○

73 千葉市花見川区 たるいこどもクリニック幕張 千葉市花見川区幕張町6-90-1 043-239-6166 ○

74 千葉市花見川区 幕張クリニック 千葉市花見川区幕張町6-90-1-103 043-307-5522 ○

75 千葉市花見川区 栗田皮フ科 千葉市花見川区幕張本郷1-9-26 043-275-1244 ○

76 千葉市花見川区 岩田こどもクリニック 千葉市花見川区幕張本郷2-36-21-1A 043-275-3515 ○

77 千葉市花見川区 本郷並木通り内科 千葉市花見川区幕張本郷5-5-16 043-274-1888 ○

78 千葉市花見川区 正岡クリニック 千葉市花見川区幕張本郷7-22-27 043-272-3011 ○

79 千葉市緑区 忍足小児科医院 千葉市緑区誉田町2-2-493 043-291-1225 ○

80 千葉市緑区 おゆみ野南医院 千葉市緑区刈田子町308-12 043-293-7100 ○

81 千葉市緑区 やまもとクリニック 千葉市緑区古市場町101-1 043-261-0303 ○

82 千葉市緑区 さとう小児科医院 千葉市緑区おゆみ野3-22-6 かまとりｸﾘﾆｯｸﾋﾞﾙ4F 043-226-9522 ○

83 千葉市緑区 かまとり医院 千葉市緑区おゆみ野3-8-2 043-292-1151 ○

84 千葉市緑区 ひらた内科・小児科クリニック 千葉市緑区おゆみ野5-58-8 043-293-4192 ○

85 千葉市緑区 みどりクリニック 千葉市緑区おゆみ野中央1-18-3 043-293-5503 ○

86 千葉市緑区 みやけウィメンズクリニック 千葉市緑区おゆみ野中央1-18-5 043-293-3500 ○

87 千葉市緑区 こんだこども医院 千葉市緑区おゆみ野中央1-25-7 043-291-1991 ○

88 千葉市緑区 おゆみのクリニック 千葉市緑区おゆみ野中央4-26-4 043-292-2511 ○

89 千葉市緑区 まなこどもクリニック 千葉市緑区おゆみ野中央7-9-2 043-226-9920 ○

90 千葉市緑区 花レディースクリニック 千葉市緑区おゆみ野南3-28-1 043-293-8700 ○

91 千葉市緑区 きくちこどもクリニック 千葉市緑区おゆみ野南6-2-4 043-300-2003 ○

92 千葉市緑区 角栄団地診療所 千葉市緑区越智町822-8 043-294-0880 ○

93 千葉市緑区 篠崎医院 千葉市緑区土気町1632-6 043-294-0026 ○

94 千葉市緑区 とけレディースクリニック 千葉市緑区あすみが丘3-4-3 043-295-4103 ○

95 千葉市緑区 小渋医院 千葉市緑区あすみが丘4-37-11 043-295-1800 ○

96 千葉市緑区 こどもの森クリニック 千葉市緑区あすみが丘8-1-1 043-205-0533 ○

97 千葉市緑区 千葉県千葉リハビリテーションセンター 千葉市緑区誉田町1-45-2 043-291-1831 ○

98 千葉市美浜区 ちば県民保健予防財団総合健診センタ－ 千葉市美浜区新港32-14 043-246-8664 ○
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99 千葉市美浜区 まえだ耳鼻咽喉科 千葉市美浜区高洲1-16-12 横山ビル1F 043-238-1133 ○

100 千葉市美浜区 成田医院 千葉市美浜区高洲2-3-17 043-245-0977 ○

101 千葉市美浜区 あかねこどもクリニック 千葉市美浜区高洲3-20-45 細矢ビル2F 043-270-7720 ○

102 千葉市美浜区 稲毛診療所 千葉市美浜区稲毛海岸4-11-3 043-241-6961 ○

103 千葉市美浜区 とおやま医院 千葉市美浜区真砂5-11-2 043-303-5511 ○

104 千葉市美浜区 おおた小児科 千葉市美浜区磯辺4-15-24 043-303-1010 ○

105 千葉市美浜区 伊藤小児科 千葉市美浜区磯辺6-5-3 043-279-8611 ○

106 千葉市美浜区 うたせ内科・呼吸器内科 千葉市美浜区打瀬1-11-1 幕張ベイタウンアムゼ2F 043-212-8811 ○

107 千葉市美浜区 打瀬並木道クリニック 千葉市美浜区打瀬1-2-1 幕張ベイタウンプラザ3F 043-297-7337 ○

108 千葉市美浜区 海浜パーククリニック 千葉市美浜区打瀬2-1-2-5 043-275-2110 ○

109 千葉市美浜区 幕張ベイクリニック 千葉市美浜区打瀬2-16 パティオス17番街1F 043-212-0505 ○

110 千葉市美浜区 玉井こどもクリニック 千葉市美浜区打瀬3-5 マリンフォート2-102 043-350-3300 ○

111 千葉市美浜区 幕張とらのこ産婦人科 千葉市美浜区若葉3-1-38 043-445-7270 ○

112 千葉市美浜区 わらがいこどもクリニック 千葉市美浜区若葉3-1-38幕張ﾍﾞｲﾊﾟｰｸﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰB301 043-298-1555 ○

113 千葉市美浜区 かんたけ内科クリニック 千葉市美浜区若葉3-1-38幕張ﾍﾞｲﾊﾟｰｸﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ3階 043-275-0000 ○

114 千葉市美浜区 幕張西クリニック 千葉市美浜区幕張西2-7-11-1F 043-310-8870 ○

115 千葉市若葉区 みつわ台総合病院 千葉市若葉区若松町531-486 043-251-3030 ○

116 千葉市若葉区 藤井クリニック 千葉市若葉区高品町1057 043-214-6590 ○

117 千葉市若葉区 わかば宮本医院 千葉市若葉区都賀2-14-3 043-232-5511 ○

118 千葉市若葉区 たて産婦人科 千葉市若葉区都賀3-6-18 043-231-0213 ○

119 千葉市若葉区 板谷内科クリニック 千葉市若葉区都賀3-9-1 都賀M3ビル 043-234-0220 ○

120 千葉市若葉区 都賀レディースクリニック 千葉市若葉区西都賀1-7-6 043-255-2771 ○

121 千葉市若葉区 松永クリニック小児科・小児外科 千葉市若葉区みつわ台2-31-2 043-290-5877 ○

122 千葉市若葉区 なかむら医院 千葉市若葉区みつわ台5-6-11 043-285-6155 ○

123 千葉市若葉区 まつのき内科クリニック 千葉市若葉区千城台東2-31-6 043-236-7711 ○

124 千葉市若葉区 石渡内科 千葉市若葉区千城台南3-1-7 043-236-2661 ○

125 千葉市若葉区 平沢小児科 千葉市若葉区千城台南4-6-2 043-237-8261 ○

126 千葉市若葉区 伊予クリニック 千葉市若葉区小倉台6-9-1 043-231-0527 ○

127 千葉市若葉区 小倉台福田医院 千葉市若葉区小倉町875-6 043-234-1991 ○

128 千葉市若葉区 久保田医院 千葉市若葉区大宮台4-2-14 043-261-3667 ○

129 千葉市若葉区 小関医院 千葉市若葉区桜木1-27-1 043-231-0105 ○

130 千葉市若葉区 あべひろきこどもクリニック 千葉市若葉区桜木3-9-28 043-234-2022 ○

131 千葉市若葉区 清宮医院 千葉市若葉区桜木7-6-17 043-231-0654 ○

132 千葉市若葉区 しょうじ内科 千葉市若葉区桜木8-6-17 043-231-0262 ○


