
特定健康診査実施機関（袖ケ浦市）
市外局番 0438

病院名 住所 TEL 検査実施日 特定健診受付時間
予約の
有無

備考

 石井内科小児科医院  蔵波台4-13-8 62-7360
 月・火・木・金・土
 ＊土 午前のみ

 8:30～12:00／14:30～17:30 無
Ｈ31.4より水曜日は
休診となりました。

 井出医院  横田3669 75-2010  月～水・金・土
 8:30～11:30／14:30～17:00
 土曜の午後は14:30～16:00

無

 犬丸内科皮膚科クリニック  蔵波台2-28-5 64-1191  月・水～土

 Kenクリニック  蔵波台6-19-1 64-0211
 月～水・金・土
 ＊土 午前のみ

 9:00～11:00／15:00～17:00 無 木曜日休診

 こいで胃腸科・内科  蔵波台6-1-5 60-7451
 月～土
 ＊土　午前のみ

 9:00～11:30／15:00～17:00 無

 佐野医院  奈良輪1-9-8 62-2338
 月～土
 ＊木・土　午前のみ

 8:30～11:30／14:30～17:00
 ※この時間帯は予約の必要はありません。

有
予約の方は
8:00～9:00
６人／日

 袖ケ浦医院  奈良輪1-8-8 62-2401
 月～土
 ＊木・土　午前のみ

 8:45～12:00／15:00～18:00 無

 袖ヶ浦クリニック  奈良輪2-2-4 60-8331  第2,4  月・火  お電話でお問い合わせください。 有

袖ケ浦さつき台病院　 ★  ⾧浦駅前5-21 38-6575  月～土  月～土　 13:30～15:30 有
電話予約受付 月～土
9:00～17:00
（日・祝日除く）

 高橋医院  横田2624 75-2017  月～水・金・土
 8:45～11:30／14:00～17:30
 火曜の午後は15:00～17:30

無

 田中医院  神納2-10-7 62-4800
 月～水・金・土
 ＊水・土 午前のみ

 菱沼医院  福王台3-1-1 62-1822  月～水・金・土
 9:00～11:00／15:00～17:00
 土曜の午後は15:00～16:00

無

 平岡医院  野里1773-1 60-4747  月～水・金・土  8:30～11:00 無

 福王台外科内科  福王台1-10-9 62-3881
 月～土
 ＊木 午前のみ

 8:30～11:30／15:00～16:30 無

 山口医院  奈良輪535-1 62-2056
 月・火・水・木・土
 ＊水・木・土は
　　午後のみ

 月・火　8:30～11:00／14:00～17:00
 水・木　14:00～17:00
 土　14:00～16:00

無
Ｒ2.4から検査実施曜日が
変更となっています

 蔵波台ハートクリニック  蔵波台5-17-2 63-5100  月～水・金・土  受付窓口またはお電話でお問い合わせ下さい。 有 予約制

 袖ケ浦どんぐりクリニック 袖ヶ浦駅前1-39-2 63-7777
 月～水・金・土
 ＊土 午前のみ

 9:00～11:30／14:00～17:00
 土曜日は9:00～12:30

無

受付窓口またはお電話でお問い合わせください。

受付窓口またはお電話でお問い合わせください。

※医療機関によって、特定健診受付時間と診療開始時間が異なります。
※木更津市・君津市・富津市の医療機関については、裏面をご覧ください。

★は眼底検査実施医療機関（★がついていない医療機関では眼底検査は実施していません）

※注意※
新型コロナウイルスの影響で

健診の実施状況が変更されている

場合があります。

受診前に医療機関へご確認ください。



木更津市 木更津市つづき 君津市 富津市
市外局番 0438 市外局番 0438 市外局番 0439 市外局番 0439
病院名 電話 病院名 電話 病院名 電話 病院名 電話
天野医院 97-8211 杉森医院 36-9828 青柳医院 54-8000 あさなぎセントラルクリニック 87-0039
池田医院 41-0766 武井整形外科 41-3611 あすなろクリニック 50-0100 東病院 87-0165
石井病院 22-2240 竹内基クリニック 30-2266 榎本医院 39-2200 天羽診療所 67-2555
太田山クリニック 22-0321 だんや小児科 36-7393 榎本整形外科 55-5111 金井医院 87-0494
おかもと医院 97-6252 津田医院 25-4171 君津寛衆堂医院 52-8733 君津中央病院　大佐和分院　★ 65-1251
大日方医院 22-2025 中村医院 53-2041 君津クリニック 55-8111 三枝病院 87-0650
オビナタクリニック 25-2054 浪久医院 22-3173 君津健康センター　★ 55-6811 さくらクリニック 80-1110
かずさアカデミアクリニック　★ 52-0211 萩原病院 22-5111 君津サンクリニック 55-3333 鈴木内科クリニック 70-6111
上総記念病院 22-7111 八幡台クリニック 37-0709 君津市国保小櫃診療所 35-2020 高本クリニック 88-0674
かずさ整形外科 30-5068 房総メディカルクリニック 72-9916 君津市国保松丘診療所 29-2604 竹内医院 87-0012
加藤病院 41-2276 ほたるのセントラル内科 97-8855 君津山の手病院 54-2323 竹岡クリニック　 67-3550
金田クリニック重城 97-5611 松清医院 98-2065 玄々堂君津病院　★ 52-2366 たなかハートクリニック 80-1137
河木クリニック 38-3725 真舟外科内科クリニック 36-1101 小ぐれ医院 55-6611 原田内科小児科医院　★ 67-3223
神田整形外科クリニック 98-6301 メープル木更津クリニック 40-5240 酒井医院 52-2166 堀医院 80-5670
木更津クリニック　★ 20-2021 森田医院 37-3684 茂田医院 52-0023
きさらづ循環器内科・外科 53-8121 薬丸病院　★ 25-0381 茂田大和田クリニック 50-8877
木更津東邦病院 98-8111 やまぐち内科クリニック 41-7702 鈴木病院　　 32-2013
玄々堂木更津クリニック　★ 41-8611 山田医院 25-3811 そがわ医院 54-6300
港南台どんぐりクリニック 30-0006 大和クリニック 25-2515 谷川クリニック 55-2233
桜井医院 30-5755 よこすか医院 41-2912 なかのクリニック 50-1777
さざなみクリニック 40-1788 吉田医院 98-0825 まえだクリニック 27-2005
鹿間医院 22-4095 ロイヤルクリニック　★ 25-6840 水島外科内科クリニック　★ 50-1501
嶋田医院 52-7575 ワイスクリニック 41-1400 吉田メディカルクリニック 29-7820
重城病院　★ 41-6411

★は眼底検査実施医療機関（★がついていない医療機関では眼底検査は実施していません）

袖ケ浦市の健康診査実施機関については裏面を参照ください。

実施時間、予約等のお問い合わせは直接、医療機関にご確認ください。


