
特別医療機関一覧

地域 医療機関名 所在地 電話番号
脳ドックの

有無

北総 浅井病院 東金市家徳38-1 ℡0475-58-1407 ○

北総 島田総合病院 銚子市東町5-3 ℡0479-22-0063 ○

北総 国保大網病院 大網白里市富田884-1 ℡0475-70-1082 ○

北総 国保匝瑳市民病院 匝瑳市八日市場ｲ1304 ℡0479-72-1525

北総 成田赤十字病院 成田市飯田町90-1 ℡0476-22-2311 ○

北総 成田富里徳洲会病院 富里市日吉台1-1-1 ℡0476-85-5313 ○

北総 さんむ医療センター 山武市成東167 ℡0475-82-2521 ○

北総 東陽病院 山武郡横芝光町宮川12100 ℡0479-84-1335 ○

北総 高根病院 山武郡芝山町岩山2308 ℡0479-70-8051 ○

北総 佐倉厚生園病院 佐倉市鏑木町320 ℡043-484-2164

北総 志津南クリニック 佐倉市上志津原36-5 ℡043-462-6616

北総 聖隷佐倉市民病院 佐倉市江原台2-36-2 ℡043-486-0006 ○

北総 国保小見川総合病院 香取市南原地新田438 ℡0478-82-3161 ○

北総 県立佐原病院 香取市佐原ｲ2285 ℡0478-55-9070

北総 国保東庄病院 香取郡東庄町石出2692-15 ℡0478-86-1177

北総 国保多古中央病院 香取郡多古町多古388-1 ℡0479-76-7755 ○

北総 国保旭中央病院 旭市ｲ1326 ℡0479-62-3822 ○

東葛 千葉愛友会記念病院 流山市鰭ヶ崎1-1 ℡04-7110-0858

東葛 キッコーマン総合病院 野田市宮崎100 ℡04-7123-5910

東葛 小張総合病院 野田市横内29-1 ℡04-7124-7427 ○

東葛 シンワ総合健診センター 八千代市米本2167-8 ℡0120-01-8121 ○

東葛 白井聖仁会病院 白井市池の上1-15-1 ℡047-491-7596

東葛 名戸ヶ谷病院 柏市名戸ヶ谷687-4 ℡04-7166-6122 ○

東葛 柏市立柏病院 柏市布施1-3 ℡04-7134-2000 ○

東葛 柏健診クリニック 柏市柏4-5-22 ℡04-7167-4119 ○

東葛 柏厚生総合病院（旧人間ドッククリニック柏） 柏市篠籠田617 ℡04-7144-8868 ○

東葛 新東京病院 松戸市和名ヶ谷1271 ℡047-711-8700

東葛 新東京クリニック 松戸市根本473-1 ℡047-367-6670

東葛 足立外科胃腸科 松戸市新松戸5-225 ℡047-345-0567

東葛 松戸市立福祉医療センター東松戸病院 松戸市高塚新田123-13 ℡047-391-5500

東葛 新東京クリニック松飛台 松戸市串崎南町27 ℡047-384-3111

東葛 千葉西総合病院 松戸市金ヶ作107-1 ℡047-384-8074

東葛 東邦鎌谷病院 鎌ヶ谷市粟野594 ℡047-445-6411

東葛 平和台病院 我孫子市布佐834-28 ℡04-7189-1119 ○

東葛 我孫子聖仁会病院 我孫子市柴崎1300 ℡04-7181-2265 ○

東葛 東葛辻仲病院 我孫子市根戸946-1 ℡04-7184-9811

東葛 名戸ヶ谷あびこ病院 我孫子市我孫子1855-1 ℡04-7157-2233 ○

東葛 新浦安虎の門クリニック 浦安市日の出2-1-5 ℡047-381-2088 ○

東葛 メディカルガーデン新浦安総合健診センター 浦安市日の出1-1-25 ℡047-709-3800 ○

東葛 東京ベイ・浦安市川医療センター 浦安市当代島3-4-32 ℡047-351-3101 ○

南総 上総記念病院 木更津市新田1-11-25 ℡0438-22-7111

南総 君津中央病院 木更津市桜井1010 ℡0438-36-1071 ○

南総 かずさアカデミアクリニック 木更津市かずさ鎌足2-3-9 ℡0438-52-0211

南総 公立長生病院 茂原市本納2777 ℡0475-34-2121 ○

南総 山之内病院 茂原市町保3 ℡0475-25-6355 ○

H29.4.1 現在

　栄町国民健康保険短期人間ドック利用規則第13条第1項で規定する「町長が必要と認める検査を実施している
医療機関」（特別医療機関）は次のとおりです。



地域 医療機関名 所在地 電話番号
脳ドックの

有無

南総 南房総市立富山国保病院 南房総市平久里中1410-1 ℡0470-58-0301

南総 リソルクリニック 長生郡長柄町上野521-4 ℡0475-35-2222

南総 袖ヶ浦さつき台病院 袖ヶ浦市長浦駅前5-21 ℡0438-60-7391 ○

南総 塩田病院 勝浦市出水1221 ℡0470-73-1221

南総 君津健康センター 君津市君津1 ℡0439-55-6811

南総 館山病院 館山市長須賀196 ℡0470-23-5030 ○

南総 安房地域医療センター 館山市山本1155 ℡0470-25-5120 ○

南総 亀田健康管理センター 鴨川市東町1344 ℡04-7099-1115 ○

南総 東条病院 鴨川市広場1615 ℡04-7092-1207

南総 鴨川市立国保病院 鴨川市宮山233 ℡04-7097-1221

南総 鋸南病院 安房郡鋸南町保田359 ℡0470-55-2125

南総 いすみ医療センター いすみ市苅谷1177 ℡0470-86-2311

南総 木更津東邦病院 木更津市菅生725-1 ℡0438-98-8111 脳ドックのみ

京葉 板倉病院 船橋市本町2-10-1 ℡047-431-2662

京葉 花輪クリニック 船橋市本町1-3-1 船橋ﾌｪｲｽﾋﾞﾙ8F ℡047-422-2202

京葉 船橋総合病院 船橋市北本町1-13-1 ℡047-425-1153

京葉 セコメディック病院 船橋市豊富町696-1 ℡047-457-9923 ○

京葉 二和ふれあいクリニック 船橋市二和東5-1-1 ℡047-448-7118

京葉 西船橋健康管理クリニック 船橋市葛飾町2-340 ﾌﾛﾝﾄﾝﾋﾞﾙ4F ℡047-495-2100

京葉 独立行政法人地域医療機能推進機構船橋中央病院 船橋市海神6-13-10 ℡047-433-5885 ○

京葉 幕張マリブクリニック 千葉市美浜区中瀬2-6-1 WBGﾏﾘﾌﾞｳｴｽﾄ2F ℡043-297-0188

京葉 亀田総合病院附属幕張クリニック 千葉市美浜区中瀬1-3 CD-2 ℡043-296-2321 ○

京葉 ちば県民保健予防財団 千葉市美浜区新港32-14 ℡043-242-6131 ○

京葉 ポートスクエア柏戸クリニック 千葉市中央区問屋町1-35千葉ﾎﾟｰﾄｻｲﾄﾞﾀﾜｰ27F ℡043-245-6051 ○

京葉 斎藤労災病院 千葉市中央区道場南1-12-7 ℡043-227-7453 ○

京葉 独立行政法人地域医療機能推進機構千葉病院 千葉市中央区仁戸名町682 ℡043-261-2228 ○

京葉 井上記念病院 千葉市中央区新田町1-16 ℡043-245-8811 ○

京葉 ＩＭＳ（イムス）グループ千葉ロイヤルクリニック 千葉市中央区新町1000ｾﾝｼﾃｨﾀﾜｰ8F ℡043-204-5511

京葉 轟健康クリニック 千葉市中央区汐見丘町23-1 ℡043-203-6664

京葉 みつわ台総合病院 千葉市若葉区若松町531-486 ℡043-254-3201 ○

京葉 袖ヶ浦外科 千葉市花見川区幕張町6-130 ℡043-272-0281

京葉 まくはり診療所健康管理センター 千葉市花見川区幕張町5-392-3 ℡043-276-1851

京葉 最成病院ヘルスケアセンター 千葉市花見川区柏井町800-1 ℡043-257-8111 ○

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

京葉 津田沼中央総合病院 習志野市谷津1-9-17 ℡047-476-5134 ○

京葉 メディカルスクエア奏の杜クリニック 習志野市奏の杜2-1-1 奏の杜ﾌｫﾙﾃ2階 ℡047-406-5000 ○

京葉 済生会習志野病院 習志野市泉町1-1-1 ℡047-411-7316 ○

京葉 化学療法研究所附属病院 市川市国府台6-1-14 ℡047-375-1119 ○

京葉 千葉労災病院 市原市辰己台東2-16 ℡0436-74-1111

京葉 帝京大学ちば総合医療センター 市原市姉崎3426-3 ℡0436-62-1268 ○

京葉 千葉南病院 千葉市緑区高田町401-5 ℡043-292-5111 ○

京葉 五井病院 市原市五井5155 ℡0436-21-5521 ○

京葉 鎗田病院 市原市五井899 ℡0436-21-3122

京葉 千葉脳神経外科病院 千葉市稲毛区長沼原町408 ℡043-250-1228 脳ドックのみ


