
市川市新型コロナウイルスワクチン接種登録の医療機関一覧(令和３年５月１０日現在)
№ 医院名 住所 № 医院名 住所

1 青葉メディカルケアクリニック 市川市南八幡4-4-26 グランデヒロ本八幡2F 51 篠塚医院 市川市東菅野１－５－２ 
2 医療法人社団誠安会あべ内科クリニック 市川市行徳駅前４－２３－６ 52 島田クリニック 市川市南大野２－１２－６ 
3 医療法人社団明誠会 ありもと耳鼻咽喉科医院 市川市新田５－５－２７ 53 清水クリニック 市川市八幡３－４－１２ 
4 いざなぎクリニック 市川市堀之内３－２３－１３ 54 医療法人社団あきつ会 鈴木医院 市川市宮久保３－４－２０ 
5 医療法人社団青峯会 医聖よろずクリニックいちかわ院 市川市相之川１－８－１ 55 医療法人社団紫苑会 たかはしクリニック 市川市相之川４－１５－３ 友泉南行徳ビル２Ｆ
6 市川駅前本田内科クリニック 市川市市川１－７－１５ カメイビル２階 56 たきあ胃腸科クリニック 市川市国府台５－９－１２ 
7 医療法人社団雄渓会 市川コルトンクリニック 市川市鬼高１－１－１ ニッケコルトンプラザ1Ｆ 57 滝沢医院 市川市北方町４－２４０５ 
8 社会医療法人社団千葉県勤労者医療協会 市川市民診療所 市川市大洲４－１０－２１ 58 田﨑クリニック 市川市八幡４－４－７ 
9 市川すずき消化器・内視鏡クリニック 市川市市川南１－５－２５ グロリアコート市川１F 59 たていし内科 市川市北方２－５－１２ 

10 いちかわ内科脳神経内科 市川市平田２－７－２ 60 医療法人社団美優会 たなか胃腸クリニック本八幡 市川市八幡３－３－３ アイビスビルB１F
11 井手ハートクリニック 市川市妙典４ー１０ー２８　クリサンテーム妙典Ⅱ 61 医療法人社団市和会 東葛クリニック市川 市川市八幡２－５－８ ガレリア・サーラ３Ｆ
12 医療法人社団ゆうゆう舎 伊藤医院 市川市市川１－９－１ ＡＫＩＯビル３Ｆ 62 なかさこ医院 市川市行徳駅前２－１７－２－１Ｆ 
13 伊藤内科医院 市川市八幡１－１６－１６ 63 中島整形外科 市川市日之出４ー１８
14 いなだクリニック 市川市妙典４－３－１０ ベルメゾン２０１ 64 成毛医院 市川市相之川３－１－２２ 
15 井上医院 市川市市川４－３－９ 65 医療法人社団あさひな会 ひさきファミリークリニック 市川市大野町２－１０７－１ 
16 いまい醫院 市川市妙典４－１４－１ 66 ひらかわクリニック 市川市末広１－１５－６ 
17 岩沢医院 市川市湊新田１－９－５ 67 ひろ消化器内科クリニック 市川市市川２－1ー４　Wakoukaibldg4F
18 いわせ医院 市川市香取２－９－１３ 68 ふくざわ内科クリニック 市川市新田４－７－９ 勝ビル２Ｆ
19 医療法人社団八心会 上田医院 市川市中国分２－１１－６－１階 69 福谷内科医院 市川市中国分３－１２－７ 
20 医療法人社団恵隆会 浮谷クリニック 市川市大洲４－１３－１５ 70 医療法人社団薫友会 藤井皮膚科クリニック 市川市新田３－２３－１６－３F 
21 大柏内科クリニック 市川市大町４８９－１１ 71 医療法人社団 藤巻耳鼻咽喉科医院 市川市相之川４－１４－５－３Ｆ 
22 大沢医院 市川市原木２－１３－２８ 72 松丸メディカルクリニック 市川市東菅野１－１５－１ 
23 大谷医院 市川市平田４－４－１ 73 医療法人社団鳳和会 南行徳駅前クリニック 市川市相之川４－５－８－２F 
24 大塚医院 市川市八幡４－９－７ 74 目時クリニック 市川市市川南３－３－２３ 
25 大原ファミリークリニック 市川市堀之内３－１９－３０－１０３ 75 本八幡クリニック 市川市南八幡５－１１－１４ 
26 医療法人社団康友会 おおわだ佐多クリニック 市川市大和田３－２５－８ 76 森クリニック 市川市南八幡４－１５－１９ 大和マンション1階
27 おおわだ内科呼吸器内科 市川市南八幡４－７－１３ シャンポール本八幡２０３ 77 医療法人社団信道会 姚医院 市川市塩焼2-2-47
28 医療法人社団清芳会 おにたか武田クリニック 市川市鬼高２－２２－１８ 78 医療法人社団慈恩会 吉岡医院 市川市市川２－２８－１５ 
29 尾林内科医院 市川市新田４－１２－１３ 79 医療法人社団 吉田医院 市川市新田５－１０－２０ 
30 医療法人社団御波会 面野医院 市川市相之川４－１５－１ 80 吉田クリニック 市川市東国分２－１－４ 
31 医療法人社団鴻翠会 柏の森クリニック 市川市若宮３－４０－２９ 81 吉田小児科医院 市川市南行徳１－１７－８ エステートＩ．Ａビル１Ｆ
32 加藤外科内科クリニック 市川市八幡３－２６－３ 82 医療法人社団芳英会 吉野内科・神経内科医院 市川市国府台３－３－１６ 
33 門田整形外科医院 市川市須和田1-23-12 83 医療法人社団緑友会 らいおんハート整形外科リハビリクリニック 市川市行徳駅前2-16-1-4F
34 医療法人社団慶桜会 かねこ医院 市川市曽谷５－５－５ 84 竜崎医院 市川市富浜２－３－２４ 
35 上白土ハートクリニック 市川市菅野１－７－１３ 85 医療法人社団一条会 一条会病院 市川市北国分４－２６－１ 
36 かわの内科循環器クリニック 市川市行徳駅前１－１３－１８ 86 あんどうクリニック（旧安藤病院） 市川市行徳駅前２ー２０ー１８ 
37 医療法人社団  菊池外科医院 市川市北方１－１７－２３ 87 医療法人社団平静会 大村病院 市川市南八幡４－１４－２ 
38 きし内科クリニック 市川市大和田２－１３－２７ 88 医療法人社団嵐川 大野中央病院 市川市下貝塚３－２０－３ 
39 医療法人社団 北国分内科・皮膚科クリニック 市川市堀之内３－２８－２５ 89 医療法人社団聖進会 市川東病院 市川市二俣２－１４－３ 
40 医療法人社団徳明会 行徳駅前クリニック 市川市行徳駅前２－８－４ 90 行徳中央クリニック 市川市新浜１－１１－１ 
41 医療法人社団新穂会 行徳フラワー通りクリニック 市川市行徳駅前１－２６－１２ 行徳駅前六甲ビル２階３階 91 医療法人財団明理会 行徳総合病院 市川市本行徳５５２５－２ 
42 日下部クリニック 市川市南八幡３－４－１５ 戸佐ビル２Ｆ 92 国際医療福祉大学市川病院 市川市国府台６－１－１４ 
43 越田医院内科外科ペインクリニック 市川市高石神３５－８ 93 タムス市川リハビリテーション病院 市川市柏井町４－２２９－４ 
44 医療法人社団小菅医院 市川市須和田１－２４－１５ 94 二階堂医院 市川市本行徳26-12
45 医療法人社団 小林医院 市川市南行徳４－１－３ 95 仁整形外科 市川市行徳駅前2-1-11　2Ｆ
46 斎藤産婦人科眼科 市川市東菅野５－１５－２２ 96 木下内科クリニック 市川市市川1-1-1　メトロプラザ3Ｆ
47 佐々木内科医院 市川市宮久保２－１－２７ 97 玉井医院 市川市市川1-26-6
48 医療法人社団真宏会 さたクリニック 市川市新田３－２３－１６ 98 市川ケアクリニック 市川市大洲2-8-30　松田ビル2階
49 医療法人社団みずき会 さとう整形外科 市川市八幡３－２７－２１－１０１ 99 加藤医院 市川市大野町3-245
50 医療法人社団藤進会 さとうメディカルクリニック 市川市市川１－１０－２－１階 100 石黒医院（※婦人科の為、女性のみ限定） 市川市行徳駅前１丁目２−２
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