
医療機関リスト

病院・診療所 住所 電話番号 休診日 診療科目

我孫子つくし野病院 つくし野131-1 04-7184-2211 日曜日・祝日 内・外・皮・整・脳・
泌・呼・リ

一瀬医院 つくし野6-1-7 04-7185-2321 水・日曜日・祝日 内・外・消・循
竹田内科医院 つくし野6-5-1号 04-7185-0225 木・日曜日・祝日 内・循
東葛辻仲病院 根戸946-1 04-7184-9000 日曜日・祝日 大腸・消・肛・内・泌・外

根戸クリニック 根戸1747-6 04-7190-5705 水・日曜日・祝日・
土（午後） 内・循

船戸内科医院 船戸2-1-10 04-7181-2300 日曜日・祝日・水・
土（午後） 内・呼・循

増野医院 白山1-15-14 04-7181-8566 火・日曜日・祝日・
土（午後） 内

耳鼻咽喉科飯田医院 白山1-25-10 04-7183-3159 木・日曜日・祝日 耳

石橋クリニック 本町1-3-8 04-7181-7711 水・日曜日・祝日・
土（午後）

内（消・呼）・外（肛
門）・小外

� 「ちば医療なび（千葉県医療情報提供システム）」を基に作成しています
� 令和3年12月1日現在

市内医療機関一覧
最新の情報は市のHPをご覧ください。

凡例　診療科目
内…内科 産…産科 心…心療内科 リウ…リウマチ科
外…外科 耳…耳鼻咽喉科 乳…乳腺外科 気…気管食道科
小…小児科 脳…脳神経外科 整…整形外科 呼…呼吸器科
形…形成外科 胃…胃腸科 眼…眼科 麻…麻酔科
婦…婦人科 肛…肛門科 泌…泌尿器科 皮…皮膚科
循…循環器科 神…神経科 精…精神科 ア…アレルギー科
血…血液内科 消…消化器科 リ…リハビリ科 ペ…ペインクリニック科

◆我孫子地区（つくし野、根戸、白山、本町、台田、我孫子、緑、並木、寿、若松、）

　つい気がゆるみがちな家の中、大人では問題ない場所・物でも、赤ちゃんや子どもに
とっては多くの危険が潜んでいます。実際に、事故を経験してしまった保護者の80%
以上が、「少しの気配りをすることで、事故を防ぐことができた」とアンケートで回答
しています。子どもの事故は、発達と事故の関係を知り、大人が少しの気配りをするこ
とで、未然に防ぐことができます。事故を防ぐために室内の環境を見直して、子どもに
安全をプレゼントしてあげましょう。

柵が低いなど転落の危険性はないですか？
よじ登って柵を越えてしまいそうな
場所や物はないですか？

内側から鍵をかけて締め出されないよう注意していますか？
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戸外がすぐ道路に直面しているなど危険が想定される
場合、簡単に出られないように対策がされていますか？

玄関の段差は危険な高さではありませんか？

おはしやフォーク、歯ブラシなどをくわえたままで歩
かせたり、走り回ったりさせていませんか？

テーブルクロスなど赤ちゃんが引っ張って物が落
ちそうなものはないですか？

びんなど割れやすいものが床に置いてありませんか？

コンロや鍋、やかん、卓上の料理、ポット、炊飯器の蒸気口
などやけどの原因に近づかない対策はできていますか？

包丁などの器具は使用後に必ず片付けていますか？

カーテンのひもなど窒息の原因になりそうなもの
は取り外していますか？

引き戸など手を挟みそうな場所の対策はされていますか？

地震に備え、倒れてくる危険のある家具・家電類は
固定されていますか？

アイロンやストーブなど触れてやけどしそうなも
のはありませんか？
ソファーやベッドなど高いところからの
転落に注意していますか？

テーブル上のクリップやコイン、タバコや灰皿、ボ
タン電池など誤飲しそうなものはありませんか？

コンセントは感電防止対策がされていますか？

浴槽や洗面器に水をためたままにしてい
ませんか？
浴室のドアは子どもが1人で開けることが出来ない
工夫をしていますか？

洗剤や化粧品など誤飲しそうなものが手の届くと
ころにありませんか？

起こりやすい事故
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病院・診療所 住所 電話番号 休診日 診療科目
心のクリニックあびこ 本町1-1-2（2階） 04-7186-7767 月・金曜日・祝日 心・精

メンタルケアあびこ 本町2-2-1-301 04-7100-0011 火・金・日曜日・祝
日・水木（午前） 精・心療内科・内

おおた医院 本町2-2-1-201 04-7126-0331 木・日曜日・祝日 内・小・栄養発達外
来

池内皮膚科クリニック 本町2-2-10（2階） 04-7184-3525 木・日曜日・祝日 皮

中山クリニック 本町2-2-17 04-7185-1048 木・日曜日・祝日・
土（午後） 内・循

新田医院 本町2-4-15（3階） 04-7186-3387 水・日曜日・祝日 内・耳

友田クリニック 本町2-4-15（4・5階） 04-7165-3411 水・日曜日・祝日・
金土（午後） 眼・精

くらさわクリニック 本町2-6-19-102 04-7185-3535 木・土（午後）・日曜
日・祝日 内・外・リ

いとう内科循環器科 我孫子1-1-22（3階） 04-7181-3226 水・日曜日・祝日・
土（午後） 内・循

我孫子おがわ眼科 我孫子1-1-22（5階） 04-7199-2127 水・日曜日・祝日・
土（午後） 眼

あびこ小児科 我孫子1-10-20（3階） 04-7181-7260 祝日・木曜日・土日
（午後） 小・ア

遠藤クリニック 我孫子1-13-6（1階） 04-7184-0232 水・日曜日・祝日・
土（午後） 内・小

遠藤レディースクリニック 我孫子1-13-6（2階） 04-7199-8702 水・日曜日・祝日・
土（午後） 産・婦

こやの皮フ科 我孫子1-17-20 04-7181-7811 祝日・水曜日・土日
（午後） 皮・美容皮膚

わたなべファミリークリニック 我孫子2-3-2（1階） 04-7183-1132 木土（午後）・日曜
日・祝日・土（午後） 内・ア

よつばクリニック 我孫子4-1-7（1階） 04-7157-1117 日曜日・祝日・土
（午後） 内・循・呼・リ

あびこクリニック 我孫子4-3-25 04-7184-0321 祝日 産・内・小・歯・小歯・
乳

すがもり整形外科医院 我孫子4-8-20 04-7185-2222 日曜日・祝日・土
（午後） 整

アビコ外科整形外科病院 我孫子4-22-22 04-7184-7321 木・日曜日・祝日 外・皮・整・脳・リウ・リ
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病院・診療所 住所 電話番号 休診日 診療科目

ほしの脳神経クリニック 我孫子4-43-17 04-7182-7171 日曜日・祝日・水
（午後） 脳・内・リ・神

天龍堂クリニック 緑1-6-11 04-7182-0150
日曜日・祝日・土
（午後）・第2、4土
曜日

内・外・循

並木七丁目診療所 並木7-1-32 04-7184-8176 祝日・火曜日・月金
日（午後） 内・小・糖・形・乳

貫井医院 並木8-17-4 04-7184-5555 日曜日・祝日 内・小・胃

我孫子東邦病院 我孫子1851-1 04-7182-8166 日曜日・祝日・土
（午後）

内・整・形・泌・循・
消・脳・リ・婦・麻・
腎・外

名戸ヶ谷あびこ病院 我孫子1855-1 04-7157-2233 日曜日・祝日・土
（午後）

内・小・外・整・形・
脳・小外・耳・リ

◆天王台地区（高野山、天王台、柴崎台、青山台、東我孫子、下ヶ戸）
病院・診療所 住所 電話番号 休診日 診療科目

高野山胃腸科内科 高野山285-3 04-7184-0211 日曜日・祝日・木土
（午後） 内・外・整・胃・肛・リ

柴田眼科 天王台1-1-34 04-7183-3030 木・日曜日・祝日・
土（午後） 眼

亀井耳鼻咽喉科・内科 天王台1-24-4 04-7186-3351 木・日曜日・祝日・
水土（午後） 耳・内

天王台依田内科クリニック 天王台2-2-1 04-7184-2221 日曜日・祝日・木土
（午後） 内・ア・血

天王台皮フ科クリニック 天王台2-9-5 04-7185-4112 木・日曜日・祝日・
土（午後） 皮

金田整形外科医院 天王台2-10-7（201） 04-7182-1137 木・日曜日・祝日・
火土（午後） 整・リ

天王台こども・おとしよ
りクリニック 天王台3-22-10 04-7182-5071 日曜日・祝日・木・

土（午後は予約制） 内・小・整・ア

ケアナーシングワイズ
外科・内科クリニック 天王台4-3-28 04-7179-0071

日曜日・祝日・水
（ 午 後 ）・土（ 第
2.3.5）

内・外

我孫子聖仁会病院 柴崎1300 04-7181-1100 日曜日・祝日
内・外・皮・整・リ・
婦・泌・循・形・消・
呼・眼・脳・透析
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病院・診療所 住所 電話番号 休診日 診療科目

天王台消化器病院 柴崎台1-18-38 04-7185-1199 日曜日・祝日・土
（午後）

消・外・肛・内・循・
胃・気

あひこ耳鼻咽喉科医院 柴崎台1-18-5 04-7184-5833 日曜日・祝日 耳

せり整形外科 柴崎台1-18-40 04-7186-0685
木・日曜日・祝日・
月～水・金土
（午後）

整・リ

あびこ診療所 柴崎台2-1-3 04-7181-7007 日曜日・祝日・水土
（午後） 内・神

わくい泌尿器科医院 柴崎台2-8-19 04-7185-0911 水・日曜日・祝日・
土（午後） 泌・脳

大串小児科医院 柴崎台3-7-5 04-7185-1385 木・日曜日・祝日 小
小倉外科内科 柴崎台3-19-22 04-7182-0165 木・日曜日・祝日 内・外・整・胃・消

◆湖北地区 （湖北台、中峠台、中峠、中里、日秀）
病院・診療所 住所 電話番号 休診日 診療科目

藤田眼科 湖北台1-1-3 04-7187-5150 水・日曜日・祝日・
土（午後） 眼

星野医院 湖北台1-5-7 04-7188-2248 木・日曜日・祝日・
土（午後・第3） 内・小

佐藤内科医院 湖北台3-12-5 04-7187-1133 木・日曜日・祝日 内・消
湖北台診療所 湖北台7-13-41-101 04-7188-8768 木・日曜日・祝日 内・外・小・皮・整
湖北台四季の道ぐんじ
クリニック 湖北台8-18-6 04-7157-3365 日曜日・祝日・水

（午後） 内・食・胃

花島内科クリニック 中峠1256-2 04-7181-5150 木・日曜日・祝日・
火土（午後） 内・循
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◆新木・布佐地区（新木野、布佐、布佐平和台、都）
病院・診療所 住所 電話番号 休診日 診療科目

平和台病院 布佐834-28 04-7189-1111 日曜日・祝日

内・呼・循・外・整・
形・脳・皮・泌・耳・
眼・リ・麻・消・神・
精・乳・糖・救急科・
人工透析内科・ペ

成広医院 布佐845-1 04-7187-4610 日曜日・祝日・木・
土（午後） 内・外・胃・肛

すずきこどもクリニック 布佐1876 04-7189-6780 日曜日・祝日・水土
（午後） 小

ふさ聖仁会クリニック 布佐2195-2 04-7189-1100 水・日曜日・祝日 内・形・整・皮

もり整形外科クリニック 布佐2453-1 04-7181-6333 日曜日・祝日・土
（午後） 整・リウ・リ・内

えのもと眼科 布佐3084 04-7189-2471 木・日曜日・祝日・
土（午後） 眼

長田内科・胃腸科 布佐1-13-6 04-7189-3101 木・日曜日・祝日 内・胃

【小児救急病院】
JAとりで総合医療セン
ター（外部サイト）

取手市本郷2-1-1 当直医が毎日変わりますので、消防署
☎04-7184-0119へご連絡ください。

◆助産院
病院・診療所 住所 電話番号 休診日 診療科目

あびこ助産院 我孫子1854-11 04-7179-7321 日曜日・祝日 助産院　分娩

あすなろ助産院（出張） 柴崎台3-24-6 090-4377-2558 不定休 産前産後ケアー

母乳ケアあんうぇい助産院 下ケ戸1811-7 080-7344-1009 土・日曜日・祝日※緊急時は要相談 産前産後ケアー
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歯科医院一覧（小児歯科対応の医院）
掲載の医療機関は「ちば医療なび（千葉県医療情報提供システム）」を基に小児歯科対応の
医院のみの一覧です
＊は我孫子市歯科医師会の会員です。

歯科診療所 所在地 電話番号 休診日
立川歯科医院
我孫子診療所 つくし野6-1-15 047-196-7399 月曜日・日曜日・祝日

福山歯科 つくし野6-4-12 04-7182-9229 日曜日・祝日・木曜日 ＊
石川歯科医院 白山2-8-31 04-7182-3258 日曜日・祝日・木曜日 ＊
我孫子健康歯科 本町1-1-11（2階） 04-7184-2310 日曜日（午後）・祝日 ＊
みなと歯科医院 本町2-4-5（2階） 04-7169-4855 日曜日・祝日・木曜日 ＊
アライ歯科クリニック 本町2-4-15（2階） 04-7186-0802 日曜日・祝日・木曜日 ＊

ブライト歯科クリニック 本町2-6-3
アキモトビル1階B部分 04-7185-4618 木曜日・祝日 ＊

あびこスマイル
デンタルクリニック 

本町3-2-1
イトーヨーカドー
我孫子南口店2階

04-7183-8046 年中無休

根本歯科医院 本町3-9-5 04-7184-7773 日曜日・祝日・木曜日 ＊
谷田部歯科クリニック 我孫子1-1-16（2階） 04-7186-4183 日曜日・祝日・木曜日 ＊
わかば歯科クリニック 我孫子1-3-7 04-7157-3115 日曜日・祝日・木曜日 ＊
きらら歯科 我孫子1-9-18　影山ビル2階 04-7185-6474 火曜日
いとう歯科クリニック 我孫子1-10-20（3階） 04-7181-8881 祝日・木曜日 ＊

我孫子中央歯科室 我孫子1-11-1
ラインサイドミヤザワ3階 04-7181-8740 金曜日・日曜日・祝日

けやき歯科醫院 我孫子2-3-2
RSCパークビル2F 04-7183-3440 水曜日・祝日

なかむら歯科 我孫子4-2-12 04-7185-1235 日曜日・祝日・木曜日 ＊

かげやま歯科 我孫子4-2-12-307 080-2397-6641 日曜日・祝日・月曜日・
土曜日 ＊

あびこクリニック 我孫子4-3-25 04-7184-0321 日曜日・祝日

クニイ歯科
我孫子4-11-1
あびこショッピングプラザ内
305

04-7185-6057 木曜日・日曜日・祝日

小田川歯科医院 我孫子4-28-5 04-7184-6480 日曜日・祝日・木曜日 ＊
我孫子ホワイト歯科 我孫子4-29-26 04-7184-5677 日曜日・祝日
関谷歯科医院 緑1-4-9（101） 04-7183-6233 日曜日・祝日・木曜日 ＊
いしど歯科クリニック 緑1-11-36　松本ビル1階 04-7183-8241 月曜日・祝日
渡邉歯科医院 寿2-7-5 04-7184-2260 日曜日・祝日 ＊
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歯科診療所 所在地 電話番号 休診日
クレアデンタルクリニック
あびこオフィス 寿2-25-13 04-7184-4618 水曜日

たかぎ歯科医院 泉22-1 04-7185-8814� 月・土曜日
第二高橋歯科医院 台田4-1-7 04-7185-3071 日曜日・祝日 ＊
高橋歯科クリニック 並木7-3-32 04-7183-0797 祝日・火曜日 ＊
みどり歯科　※ 緑2-11-50 04-7183-0135 日曜日・祝日・木曜日 ＊
小川歯科クリニック 天王台1-4-19 04-7184-5621 日曜日・祝日・木曜日 ＊
天王台駅前歯科 天王台1-5-1-1階 04-7165-5006 祝日・火曜日 ＊
アビコデンタルオフィス 天王台1-5-1-2階 04-7181-0808 祝日・火曜日 ＊
エール歯科クリニック 天王台1-24-1-201 04-7197-7011 日（午後）・祝日・水曜日 ＊
東アビコ歯科医院 天王台3-1-13 04-7184-3541 日曜日・祝日・木曜日 ＊
エルム歯科 天王台4-5-63 04-7182-8214 日曜日・祝日・水曜日 ＊
高橋歯科医院 天王台6-7-2 04-7184-6660 火曜日・祝日 ＊
しばざき歯科医院 柴崎台1-7-3-1F 04-7183-7456 水曜日・祝日 ＊

内藤歯科医院 柴崎台1-14-20
アーバニタ1階店舗A 04-7184-1523 水曜日・日曜日・祝日 ＊

イルヤ歯科クリニック 柴崎台2-11-13 04-7182-8180 日曜日・祝日・木曜日 ＊
ルアーナデンタルクリニック 柴崎台2-6-26-101 04-7190-5821 日曜日・祝日 ＊
野口歯科医院 柴崎台3-6-25 04-7182-9499� 木曜日・日曜日・祝日 ＊
ゆきざき歯科医院 柴崎台5-5-7 04-7186-2424 日曜日・祝日・火曜日 ＊
前山歯科医院 青山台2-3-16 04-7184-4560 日曜日・祝日・木曜日 ＊
勝田歯科医院 東我孫子2-23-1 04-7183-0088 日曜日・祝日・木曜日 ＊
山野井歯科医院 東我孫子2-36-16 04-7185-9554 日曜日・祝日・木曜日 ＊
浅海歯科医院 湖北台1-1-2 04-7187-3300 日曜日・祝日・木曜日 ＊
尾上歯科医院 湖北台1-5-11 04-7188-3151 日曜日・祝日・木曜日 ＊
飯塚歯科医院 湖北台6-10-5 04-7188-4881 日曜日・祝日・木曜日 ＊
いずみ歯科 湖北台9-7-8 04-7188-2122 日曜日・祝日・木曜日 ＊
五井歯科医院 中峠台4-7 04-7188-5634 日曜日・祝日・木曜日 ＊
クリア歯科医院 中峠1271-1 04-7199-9910 祝日・木曜日 ＊
宮本歯科医院 中峠1853 04-7188-9601 日曜日・祝日・木曜日 ＊
戸口歯科医院 中里623-1 04-7187-6261 祝日・月曜日・木曜日 ＊
あらき野歯科クリニック 新木野2-1-57 04-7187-4182 日曜日・祝日・木曜日 ＊
ささきファミリー歯科 南新木1-17-1 04-7187-0148� 木曜日・祝日
平和台歯科 布佐2212-1 04-7189-4986 日曜日・祝日・木曜日 ＊
なかむら歯科クリニック 布佐2741の4 04-7181-6474 日曜日・祝日・木曜日 ＊
後藤歯科 布佐平和台3-1-1 04-7189-4310 日曜日・祝日・木曜日 ＊
※建替えにより、令和4年11月（予定）から住所が若松139-7に変更
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