子宮頸がん予防情報サイト 病院検索 MSD
＜注意事項＞
この病院検索ページでは、MSD株式会社が調査を行い、子宮頸がん予防ワクチン相談受付にご同意いただけた医療機関を掲載しており、その医療機関情報は随時更新されています。また、MSD株式会社はこのページに記載されている医療機関を限定して推薦するものではございません。
皆様が受診される医療機関に関しましては、ご自身で判断の上、選択してくださいますようお願い申し上げます。

名称
阿部小児科
いのまたこどもクリニック
やぐち内科クリニック
清水小児科医院
松永小児科
ますだ乳腺・甲状腺クリニック
小野内科医院
ほり内科クリニック
かわい内科クリニック
南船橋クリニック
佐瀬医院
社会保険 船橋中央病院
さち・レディースクリニック
山口病院
大西小児科
なす小児科医院
こんどうこどもクリニック
サンライズこどもクリニック
とやま内科
土居内科医院
しんふなキッズクリニック
山崎内科外科クリニック
いわさき内科クリニック
Ｋレディースクリニック
朝比奈クリニック
トレポンテこどもクリニック
しまね内科クリニック
共立習志野台病院
吉田小児科医院
北原産婦人科
あおうだ内科クリニック
北習志野花輪病院
金井医院
愛育レディースクリニック
ならしの消化器クリニック
たかざわ医院
薬園台さかいクリニック
安藤小児科医院
はしもとクリニック
山本医院
本田こどもクリニック
くらもちレディースクリニック
こばやしクリニック
井上クリニック
平安堂内科
キッズ・ファミリークリニック ささもと小児科
津田沼診療所
船津医院
はぎわら内科クリニック
船橋二和病院附属ふたわ診療所

郵便番号
2701471
2730002
2730003
2730005
2730005
2730005
2730005
2730011
2730012
2730013
2730021
2730021
2730025
2730031
2730031
2730031
2730035
2730035
2730035
2730036
2730045
2730045
2730047
2730864
2730865
2730867
2740060
2740063
2740063
2740063
2740063
2740063
2740068
2740071
2740071
2740077
2740077
2740804
2740807
2740814
2740815
2740816
2740824
2740824
2740825
2740825
2740825
2740825
2740825
2748506

住所
千葉県船橋市小室町２８１９－４
千葉県船橋市東船橋１－３８－１ デア２Ｆ
千葉県船橋市宮本２－１－１８
千葉県船橋市本町３－９－２６
千葉県船橋市本町６－７－１０
千葉県船橋市本町６－１－３ メルファーレ船橋２Ｆ
千葉県船橋市本町７－２５－５－２Ｆ
千葉県船橋市湊町２－５－６
千葉県船橋市浜町２－２－７ ビビット４Ｆ
千葉県船橋市若松２－６－１－１２１
千葉県船橋市海神４－１－１４
千葉県船橋市海神６－１３－１０
千葉県船橋市印内町６３８－１ ビューエクセレント２Ｆ
千葉県船橋市西船５－２４－２
千葉県船橋市西船２－２８－１ 大日・西船ビル２Ｆ
千葉県船橋市西船４－１４－１２ 木村建設ビル３Ｆ
千葉県船橋市本中山２－１０－１ ミレニティ中山４Ｆ
千葉県船橋市本中山４－２２－１０ 本中山メディカルスクエア１Ｆ
千葉県船橋市本中山５－９－２０ グレイスヴィラ１階
千葉県船橋市東中山１－１８－１０
千葉県船橋市山手３－１－１２ 新船橋クリニックファーム２Ｆ－Ｂ
千葉県船橋市山手１－１－３ ルネ・アクシアム
千葉県船橋市藤原３－２８－８ ユーメディックス２Ｆ
千葉県船橋市北本町１－３－１ Ｋメディカルモール２０４
千葉県船橋市夏見４－１－３４
千葉県船橋市夏見町２－５６６
千葉県船橋市坪井東１－２－２５
千葉県船橋市習志野台４－１３－１６
千葉県船橋市習志野台２－３４－１７
千葉県船橋市習志野台２－７２－７
千葉県船橋市習志野台８－４６－９
千葉県船橋市習志野台２－７１－１０
千葉県船橋市大穴北２－１－１０
千葉県船橋市習志野５－１０－３０
千葉県船橋市習志野５－１－９
千葉県船橋市薬円台６－３－８
千葉県船橋市薬円台６－６－２
千葉県船橋市みやぎ台２－２－２３
千葉県船橋市咲が丘３－２５－３ ミツヨシビル２Ｆ
千葉県船橋市新高根４－７－８
千葉県船橋市西習志野４－１１－２
千葉県船橋市芝山３－１－８
千葉県船橋市前原東６－２０－３５
千葉県船橋市前原東５－１３－４
千葉県船橋市前原西２－１１－１１ 平安堂医療ビル２Ｆ
千葉県船橋市前原西６－１－２２
千葉県船橋市前原西２丁目９－１１
千葉県船橋市前原西８－２４－５
千葉県船橋市前原西２－３３－１１
千葉県船橋市二和東３－１６－１

電話番号

診療科

047-457-6271
047-460-7160
047-460-5107
047-422-0022
047-423-5788
047-411-7430
0474-60-1766
047-495-5110
047-432-5353
047-431-1820
0474-31-0034
047-433-2111
047-495-2050
0473-35-1072
047-420-1436
047-437-5766
047-332-1000
0473-33-8222
047-316-0055
047-334-2686
047-404-4238
047-432-1007
0474-90-8976
047-426-3133
047-422-7795
047-429-5401
047-456-5252
0474-66-3018
047-466-1400
047-465-5501
047-467-8211
0474-62-2112
047-457-7230
0474-78-8711
0474-71-5858
047-490-3344
047-490-1515
047-448-8130
047-448-5175
047-465-5566
047-468-7211
047-463-5903
047-479-0122
047-455-5335
047-475-2629
047-402-3301
047-479-2525
047-466-6711
047-472-1002
047-448-7660

小児科
小児科
小児科
小児科

小児科
小児科
産婦人科
産婦人科
産婦人科

小児科
小児科
小児科
小児科
小児科

産婦人科

小児科
小児科

産婦人科
産婦人科

産婦人科

小児科
小児科
小児科
小児科
小児科
小児科

産婦人科

産婦人科

小児科

女性医師がいる

子宮頸がん検診を
実施している

http://www5f.biglobe.ne.jp/~inomata-child-clinic/index.html
http://naika.ac

内科

内科
内科
内科
内科
内科

内科
内科
内科

内科
内科
内科

○
○
○
○

○
○
○

○

○

○
○
○

○

○
○

○

内科
内科

小児科

内科
内科
内科
内科

小児科

内科
内科

http://naika.mobi

http://www.hori-naika.com
http://kawainaika.com

内科
内科

ホームページ（携帯）

http://www.matsunaga-clinic.com/
http://www.masuda-breast.com

内科
内科
内科
内科

ホームページ（PC）

http://saseiin.jp/?mode=pc
http://funabashi.jcho.go.jp/
http://www6.plala.or.jp/sachi-lc
http://www.ywh.or.jp/
http://www.myclinic.ne.jp/oonishis/pc/
http://www.kondo-kodomo.com/
http://www.sunrise-kodomo.jp/
http://0473160055.com/
http://www.doinaika.com
http://shinfuna-kids.com
http://yamazakinaikageka.com/index.html
http://www008.upp.so-net.ne.jp/iwasaki-clinic/
http://www.k-ladies-clinic.com/
http://www.treponte.jp/incho/incho.html
http://www.myclinic.ne.jp/shimane_cli/
http://www.kyoritsunarasinodai.or.jp/
http://www.yoshida-syounika.jp/
http://park20.wakwak.com/~kitaharasan/
http://www.hanawa.or.jp/kitanara/
http://www.myclinic.ne.jp/kanai_iin/pc/
http://www.narashino-clinic.jp/
http://www011.upp.so-net.ne.jp/takazawaiin/
http://www.y-sakai.com
http://www.hashi-clinic.com/

○

○

○
○

医療機関情報は郵便番号順に表示されております。
また、この病院検索ページは、システムのメンテナンス、天災等の不可抗力により、予告なく一時停止することがあります。
MSD株式会社は、このページに掲載されている情報の正確性について、万全を期しておりますが、該当情報の利用に伴って発生した不利益や問題について、何ら責任を負うものではありません。
【お問い合わせ】 http://www.msd.co.jp/contact/index.xhtml
【更新日】2016年3月31日

○

http://www.kuramochi-lc.com/
http://www.e-doctors-net.com/chiba/kobayashi/
http://www.inoue-clinic.jp/index.html
http://www.heiandou.jp/pc
http://www.sasamoto-shounika.com/pc/index.html
http://www.funa-med.com/search/detail.php?medical_id=000000088
http://メディモ.com/presses/110043/
http://www.hagiwara-naika.com

http://hagiwara-naika.com/HCimode/index.htm

