
柏市医師会会員リスト	 令和元年7月時点

名称 所在地 電話番号 診療科目
あけはら眼科 明原3-1-18 7142-8585 眼

あさひクリニック 旭町1-2-13
深野ビル1F 7146-6861 内・放・皮・漢方

東医院 高柳新田17-12 7191-8888 内・外・胃・小・理

阿部小児科医院 十余二313-556 7132-1616 小

あらい耳鼻咽喉科
クリニック 増尾1-1-1 7173-8787 耳・アレ

あらい皮フ科 北柏3-1-2
寺田ビル1F 7166-6555 皮

飯島医院 今谷上町1-3 7174-7598 内・小

飯島整形外科

末広町6-1
セ ン ト ラ ル ウ エ
ルネスクラブ
柏ビル1F

7141-3111 整・リハ・内

池松耳鼻咽喉科 柏1-1-7 7164-3387 耳

いしい内科
クリニック 加賀2-1-18 7173-1666 内・消内・呼内・ア

レ・循内・小・胃内

いしづか耳鼻咽喉科 千代田1-4-13 7166-2066 耳

伊丹皮フ科
クリニック

柏3-2-3
マ ツ モ ト キ ヨ シ
ビル3F

7160-1771 皮・形

一和多医院 末広町13-11 7143-0155 内・外・皮・呼・肛

井上医院 今谷上町1-11 7174-2817 内・耳

いわがきレディース
クリニック

末広町15-2
鈴木電機ビル3F 7145-3131 婦

上原クリニック
若柴173-8
柏の葉キャンパス
151街区B棟SB-2

7137-3355 内・外

うめはら皮ふ科 十余二156-17 7134-4112 皮・小児皮膚・アレ

榎本医院 東中新宿3-5-3 7172-3551 内・循・皮

おおくら医院
新柏1-13-10
ニ チ イ ケ ア プ ラ
ザ柏1F

7167-6677 小・小外・内・外

おおたかの森病院 豊四季113 7141-1117
内・外・整・循・呼・
消・糖内・小・眼・
脳外・リハ・泌・ド

おおた眼科
若柴175
ららぽーと
柏の葉1F

7168-1491 眼

大野医院 大津ヶ丘1-45-5 7191-3133 内・外

大野内科循環器科医院 向原町1-3 7145-5529 内・循

大橋医院 松葉町6-10-4 7133-0455 アレ・婦・内・漢内

大山医院 若葉町3-25 7160-3266 小・内

大和田ファミリー
クリニック 豊四季301-7 7141-7555 内・泌・皮・小

おかだクリニック 布施2171-1 7135-8300 内・循

岡田病院 末広町2-10 7145-0121 内・小・外・整・婦・
ド

尾崎整形外科 松葉町3-15-11 7133-0006 整

小沼医院 大津ヶ丘4-28-1 7191-2200 内・小

名称 所在地 電話番号 診療科目

小野医院 つくしが丘
5-9-15 7173-0500

内・外・消 内・循
内・糖内・代内・内
分内・乳外

おんだクリニック 旭町1-1-9
オダヤマ第3ビル5F 7148-3171 精・神内

柏福眼科 北柏1-1-1
ベルデグランデ2F 7165-1551 眼

柏駅前なかやま
メンタルクリニック

旭町1-1-2
YKビル6F 7141-6182 精・心療

柏眼科クリニック 旭町1-1-5
浜島ビル2F 7199-5224 眼

かしわ希望眼科
大島田950-1
セブンパーク
アリオ柏2F

7157-0818 眼

柏健診クリニック 柏4-5-22 7167-4119 内・消・胃・婦

柏厚生総合病院 篠籠田617 7145-1111

内・呼内・循内・消
内・血内・糖内・腎
内・肝内・内視内・
透析・外・呼外・血
外・消外・乳外・整・
脳外・形・内視外・
アレ・リウ・小・皮・
泌・眼・耳・リハ・
放・歯・歯口・麻

かしわ在宅診療所 旭町1-1-5
浜島ビル8F　A号室 7186-7855 内・眼・皮・精

柏市立介護老人保健施設
はみんぐ 布施1-3 7134-0660 内

柏市立柏病院 布施1-3 7134-2000

内・小・内分泌・代
内・神内・呼内・消
内・肝内・循内・外・
整・リハ・眼・泌・
麻・放・ド

柏たなか病院 小青田1-3-2 7131-2000

内・呼内・循内・糖
内・内分内・消内・
神内・透析・外・消
外・大外・肛外・整・
脳外・形・小・皮・
泌・婦・眼・耳・リ
ハ・放・麻・救

柏の葉こども
クリニック

若柴264-1
中央180街区1
デュオセーヌ
柏の葉キャンパス

7135-4192 小・アレ

柏の葉耳鼻咽喉科
クリニック

若柴276-1
中央154街区3
パークシティ
柏の葉キャンパス
1F1号

7157-0957 耳

柏ハートクリニック 松ヶ崎99-3 7137-0330 内・循内・呼内・糖
内

柏東口皮膚科・内科 柏2-2-2
浅野ビル5F 7165-1173 皮・内・アレ

柏東口よしだ
クリニック

中央1-6-1
クレスビル1F 7166-1001 泌・内・皮・アレ・

外

柏ひふ科 明原2-2-18
丸喜ビル1F 7141-0707 皮・アレ

柏ビレジクリニック 花野井1814-12 7133-1090 胃・内・小

柏フォレストクリニック 逆井437-28 7160-5000 泌・内

【標榜科目】内＝内科、呼＝呼吸器科、呼内＝呼吸器内科、呼外＝呼吸器外科、消＝消化器科、消内＝消化器内科、消外＝消
化器外科、循＝循環器科、循内＝循環器内科、胃＝胃腸科、胃内＝胃腸内科、神内＝神経内科、精＝精神科、神＝神経科、心
療＝心療内科、漢内＝漢方内科、小＝小児科、小外＝小児外科、外＝外科、血内＝血液内科、血外＝血管外科、乳外＝乳腺外
科、脳外＝脳神経外科、内視内＝内視鏡内科、内鏡外＝内視鏡外科、整＝整形外科、リハ＝リハビリテーション科、肛＝肛門
科、形＝形成外科、産婦＝産婦人科、婦＝婦人科、産＝産科、リウ＝リウマチ科、皮＝皮膚科、アレ＝アレルギー科、泌＝
泌尿器科、眼＝眼科、耳＝耳鼻咽喉科、放＝放射線科、麻＝麻酔科、透析＝人工透析内科、糖内＝糖尿病内科、糖＝糖尿科、 
救＝救急科、内分内＝内分泌内科、肝内＝肝臓内科、腎内＝腎臓内科、理＝理学診療科、ド＝人間ドッグ、代内＝代謝内科、
大外＝大腸外科、肛外＝肛門外科、総内＝総合内科、歯＝歯科、歯口＝歯科口腔外科
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名称 所在地 電話番号 診療科目

柏南クリニック 逆井1144 7175-1811 内・外・整・胃・脳
外・皮

柏メンタル
クリニック

末広町4-7
丸金第2ビル4F 7143-4211 精・心療

柏れんげクリニック 大山台2-16 7138-6697 内・小

春日医院 中原2-17-1 7174-0366 内・消

勝目クリニック 増尾7-23-22 7175-6362 婦・内・小

加藤医院 光ヶ丘3-5-11 7172-5398 内・小

香取内科クリニック
南柏1-1-2
富士物産南柏
駅前ビル3F

7140-0722 内

かなえクリニック 松葉町7-26-5 7137-3317 耳・内

金森医院 高田1075-47 7145-8481 内・小・皮

金谷医院 松葉町2-15-20 7132-5036 内・皮

上笹医院 大島田1-5-1 7191-2421 脳外・外・胃

眼科 緑の森 柏4-4-17
東ビル3F 7164-6190 眼・麻

北柏胃腸科外科 北柏3-2-6
ロイヤルビル北柏2F 7160-2100 胃・内・外・理

北柏こどもクリニック 松葉町1-17-3 7133-0333 小・呼・アレ

北柏すごう整形外科 北柏3-1-2
寺田ビル3F 7167-0770 整・リハ

北柏鈴木クリニック 花野井410-4 7135-7555 内・リウ・アレ

北柏ファミリー
クリニック 北柏5-3-3 7160-3773 内・小

北柏ライフタウン
クリニック 松葉町4-12-2 7137-2202 内

北柏リハビリ
総合病院 柏下265 7169-8000

内・精・神内・整・
脳外・眼・リハ・歯・
循

亀甲台内科 亀甲台町2-3-1 7163-5635 内・小

キッズクリニック 南柏中央1-6
宇佐美ビル2F 7170-3535 小・小児循環器・ア

レ

キッズクリニック
南柏

南柏中央1-6
宇佐美ビル3F 7178-0015 小・アレ

木戸医院 増尾7-3-5 7173-6864 外・内・肛・皮・泌

キャップス
クリニック柏の葉

若柴178-4
柏の葉キャンパス
148-1
パークシティ
柏の葉キャンパス
ザ・ゲートタワー
ウエスト1F

7197-2325 小

久場川こども
発達クリニック

南柏中央6-1
三上第2ビル5F 7197-1617 児童精神・精・心療

窪谷産婦人科 中央2-2-12 7164-2230 産婦

窪谷産婦人科IVF
クリニック

柏1-1-7
池松ビル4F 7136-2601 産婦

クリニック柏の葉 柏の葉3-1-34 7132-8881 内・小・耳

くわのクリニック 豊四季台1-3-1 7189-7715 内・外・整

けい内科クリニック 南柏中央6-1
三上ビル4F 7160-5611 内・呼・循・アレ

巻石堂病院 柏3-10-28 7166-1131 産婦

国立がん研究
センター東病院 柏の葉6-5-1 7133-1111

頭頸部腫瘍・形・乳
外・血液化学療法・
呼吸器腫瘍・消化
管腫瘍・肝胆膵腫
瘍・泌・麻・集中治
療・緩和医療・精神
腫瘍・放射線診断・
放射線治療・病理・
臨床検査

こしぶ小児科 柏4-4-17
東ビル2F 7160-3335 小・アレ

小平医院 常盤台10-1 7164-8171 内・小

小児科・皮膚科
こまつざき医院 柏3-3-9 7165-1114 小・皮・アレ

名称 所在地 電話番号 診療科目

こんどうクリニック 柏3-2-3
マツモトキヨシビル4F 7168-8810 内・整・外・リハ

斎藤皮膚科クリニック
旭町1-4-11
クリエイティブ1
ビル2F

7146-4821 皮

佐藤クリニック 高田139 7144-0076 整・皮

さわうちクリニック 高田532-3 7146-8686 脳外・内・リハ

四季ウィメンズ
クリニック 篠籠田1124-1 7147-1222 産・婦

しみず眼科 柏2-8-20
シミズビル2F 7166-1121 眼

秀和会クリニック 布施815-4 7140-8887 内・外・リハ・整・
消・アレ

少名子耳鼻咽喉科 北柏1-2-7 7163-3387 耳

沼南耳鼻咽喉科
アレルギー科医院

大島田305-5
今川ビル2F 7193-6635 耳・アレ

昭和医院 柏3-11-8
オーユーパレス柏1F 7167-5333 外・整・内・脳外・

理

新柏クリニック 新柏1-7 7164-8600
内・循 内・糖・代
内・肝内・腎内（人
工透析）

森堂&廣 佐藤医院 旭町4-5-9 7145-2247 外・内・産婦

森堂&廣 佐藤医院
大津ヶ丘診療所 大津ヶ丘3-18-5 7191-2220 内・小

杉山眼科医院 加賀3-19-5 7175-2365 眼

鈴木医院 明原4-3-19 7144-2972 産婦・内・小

鈴木小児科医院 松葉町4-9-3 7132-1211 小・内

須田医院 緑ヶ丘7-5 7157-3939 内・小・漢内

聖光ヶ丘病院 光ヶ丘団地2-3 7171-2023
内・精・心 療・消
内・循内・整・眼・
リハ・皮・ド

誠和クリニック 南増尾4-3-28 7171-2350 内・脳外・神・リハ

宗ウィメンズクリニック 柏3-5-16 7164-6105 産婦

染谷小児科医院 旭町3-3-3 7145-5291 小・アレ

高川耳鼻咽喉科 末広町9-14
小竹ビル2F 7146-8826 耳

髙田内科クリニック 千代田2-10-8 7160-1270 内

高柳消化器内科外科 高柳471-10 7193-4114 消内・内・外・肛外

たなか泌尿器・腎
クリニック 豊四季508-88 7170-0357 泌

玉田クリニック 柏3-9-21
山﨑ビル402 7165-8760 内・神内・リハ

千葉・柏リハビリテー
ション病院 大井2651 7160-8300 内・リハ・精・神・

心療

中央メディカル
クリニック 中央2-2-18 7166-5670 内・小・消

塚原整形外科 大井1881-1 7160-6111 整・リウ・リハ

つくしが丘医院 つくしが丘1-6-1 7172-2024 外・内・消

辻仲柏クリニック 柏4-8-1
柏東口金子ビル6F 7168-8500 胃・肛

辻仲病院柏の葉
若柴178-2
柏の葉キャンパス
148-6

7137-3737
内・外・消内・消外・
大腸肛門外・婦・
泌・漢内・麻

つのだ医院 南逆井4-10-1 7173-8777 内・消・小

手賀沼病院 箕輪700 7193-3050 精・神

手賀の杜クリニック 岩井789-6 7196-7102 内・外・小

手島医院 加賀3-27-1 7172-4311 外・内

天宣会循環器・睡眠呼吸
クリニック

柏4-5-21
興善第2ビル3F 7197-4131 循内・内・糖内

東葛クリニック柏
柏 2 - 1 0  2 - 1 0 1 
T h e  K a s h i w a 
Tower

7164-9100 外・内・泌
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内・外・整・循・呼・
消・糖内・小・眼・
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おおた眼科
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大野内科循環器科医院 向原町1-3 7145-5529 内・循

大橋医院 松葉町6-10-4 7133-0455 アレ・婦・内・漢内

大山医院 若葉町3-25 7160-3266 小・内
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名称 所在地 電話番号 診療科目
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内・外・消 内・循
内・糖内・代内・内
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7157-0818 眼

柏健診クリニック 柏4-5-22 7167-4119 内・消・胃・婦

柏厚生総合病院 篠籠田617 7145-1111

内・呼内・循内・消
内・血内・糖内・腎
内・肝内・内視内・
透析・外・呼外・血
外・消外・乳外・整・
脳外・形・内視外・
アレ・リウ・小・皮・
泌・眼・耳・リハ・
放・歯・歯口・麻

かしわ在宅診療所 旭町1-1-5
浜島ビル8F　A号室 7186-7855 内・眼・皮・精

柏市立介護老人保健施設
はみんぐ 布施1-3 7134-0660 内

柏市立柏病院 布施1-3 7134-2000

内・小・内分泌・代
内・神内・呼内・消
内・肝内・循内・外・
整・リハ・眼・泌・
麻・放・ド

柏たなか病院 小青田1-3-2 7131-2000

内・呼内・循内・糖
内・内分内・消内・
神内・透析・外・消
外・大外・肛外・整・
脳外・形・小・皮・
泌・婦・眼・耳・リ
ハ・放・麻・救

柏の葉こども
クリニック

若柴264-1
中央180街区1
デュオセーヌ
柏の葉キャンパス

7135-4192 小・アレ

柏の葉耳鼻咽喉科
クリニック

若柴276-1
中央154街区3
パークシティ
柏の葉キャンパス
1F1号

7157-0957 耳

柏ハートクリニック 松ヶ崎99-3 7137-0330 内・循内・呼内・糖
内

柏東口皮膚科・内科 柏2-2-2
浅野ビル5F 7165-1173 皮・内・アレ

柏東口よしだ
クリニック

中央1-6-1
クレスビル1F 7166-1001 泌・内・皮・アレ・

外

柏ひふ科 明原2-2-18
丸喜ビル1F 7141-0707 皮・アレ

柏ビレジクリニック 花野井1814-12 7133-1090 胃・内・小

柏フォレストクリニック 逆井437-28 7160-5000 泌・内

【標榜科目】内＝内科、呼＝呼吸器科、呼内＝呼吸器内科、呼外＝呼吸器外科、消＝消化器科、消内＝消化器内科、消外＝消
化器外科、循＝循環器科、循内＝循環器内科、胃＝胃腸科、胃内＝胃腸内科、神内＝神経内科、精＝精神科、神＝神経科、心
療＝心療内科、漢内＝漢方内科、小＝小児科、小外＝小児外科、外＝外科、血内＝血液内科、血外＝血管外科、乳外＝乳腺外
科、脳外＝脳神経外科、内視内＝内視鏡内科、内鏡外＝内視鏡外科、整＝整形外科、リハ＝リハビリテーション科、肛＝肛門
科、形＝形成外科、産婦＝産婦人科、婦＝婦人科、産＝産科、リウ＝リウマチ科、皮＝皮膚科、アレ＝アレルギー科、泌＝
泌尿器科、眼＝眼科、耳＝耳鼻咽喉科、放＝放射線科、麻＝麻酔科、透析＝人工透析内科、糖内＝糖尿病内科、糖＝糖尿科、 
救＝救急科、内分内＝内分泌内科、肝内＝肝臓内科、腎内＝腎臓内科、理＝理学診療科、ド＝人間ドッグ、代内＝代謝内科、
大外＝大腸外科、肛外＝肛門外科、総内＝総合内科、歯＝歯科、歯口＝歯科口腔外科
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名称 所在地 電話番号 診療科目

東京慈恵会医科
大学附属柏病院 柏下163-1 7164-1111

総合診療・消・肝
内・循内・腫瘍・血
内・神 内・糖・代
謝・内分内・呼内・
腎臓・高血圧内・リ
ウ・膠原病内・外・
小・泌・整・形・心
臓・脳外・産婦・精
神 神 経 ・皮・眼・
耳・リハ・放・内視
鏡

東洋眼科医院・柏 千代田1-2-48
アネックス柏ビル5F 7163-5333 眼

東洋眼科･胃腸内科･
外科 大津ヶ丘4-25-2 7193-3041 眼・胃内・外

友ペインクリニック 南柏中央6-1
三上ビル2F 7170-5680 麻・内・整

トヨガミクリニック 豊上町9-1 7143-9192 循・内

豊四季診療所 豊四季台1-3-1 7145-7247 内・消・小

豊四季台耳鼻咽喉科 旭町7-1-5 7199-5511 耳・アレ

中島クリニック 高柳1142-1 7193-3077 内・小・皮・消・放

中野レディース
クリニック

柏2-10-11
武藤眼科ビル1F 7162-0345 産婦

中村内科クリニック 西原7-7-21 7178-3722 内・呼内・循内・消
内・小

名戸ヶ谷病院 名戸ヶ谷687-4 7167-8336

内・外・脳外・心療・
小・小外・整・皮・
泌・循・心臓血管
外・形・耳・眼・大
腸肛門・放・リハ・
麻・ド

名戸ヶ谷病院付属
名戸ヶ谷診療所 名戸ヶ谷684-3 7169-7300 内・小・外・小外・

皮・耳

なの花皮フ科・
形成外科

大島田305-5
クレオビル2F 7193-3875 皮・形・美容皮フ

新谷医院 千代田3-1-2 7166-5568 内

にしで眼科クリニック 東逆井1-22-6 7178-0070 眼

にしで内科クリニック 東逆井1-22-6 7178-0070 内・消・循・小・外

乳腺クリニック長瀬外科 末広町10-15 7141-6325 乳外

野崎内科クリニック 松葉町3-20-12 7133-3033 内・呼・循・消・リ
ウ・アレ

のぞみの花
クリニック

北柏台3-16
ベルハイム北柏台103 7192-6180 内・外

のぶさわ胃腸科
クリニック

南柏中央2-9
アイルスデール南柏 7170-5755 胃・内・外

柏愛耳鼻咽喉科 松ヶ崎726-10 7143-3878 耳

柏東医院 柏937-2 7164-1250 内

橋本眼科医院 柏1-1-7
池松ビル　1Ｆ 7167-4100 眼

初石病院 西原7-6-1 7152-2251 精・神・内

花野井クリニック 大室1218-6 7137-3777 循・消・内・小・リ
ハ

浜田中医クリニック 柏1326-9 7163-0162 内・胃・小・泌・リ
ハ

葉山皮膚科医院 柏7-9-3 7167-0764 皮

原整形外科眼科 千代田1-2-43 7167-3611 整・リハ・リウ

東山医院 柏3-3-3 7167-3803 内・胃・外・皮

光ヶ丘診療所 光ヶ丘団地
4-10-101 7172-2703 内・消

ひかりメンタル
クリニック

柏2-5-8
柏セントラルビル
3F-B

7160-2502 心療・神・精

平野医院 豊住1-1-45 7175-2222 内・小・皮

廣池学園診療所 光ヶ丘2-1-1 7173-3541 内

ひろクリニック 南柏中央6-3
S509-KING305 7105-2055 皮・アレ

ファミリー
クリニック成島 宿連寺23-1 7133-1561 外・内・胃・整・リ

ハ・小・皮・肛

深町病院 柏4-10-11 7164-0111
消・内・外・ド（循
環器・内分泌・糖
尿・神内）

名称 所在地 電話番号 診療科目
福本クリニック 若葉町11-12 7162-2301 内・胃・外・小・循

藤木医院 明原1-5-14 7144-3434 内・循・消・呼・泌・
肛・アレ

ふじ心よつ葉クリニック 藤心4-12-1 7170-5573 内・呼内

ふじさわ内科
クリニック

北柏3-1-2
寺田ビル2F 7162-1002 内・糖内・内分内

ふじせ内科
クリニック

南柏中央1-6
宇佐美ビル2F 7170-7887 内

ぶるーむの風診療所 中原1817-1 7128-4133 小・内

古田医院 明原3-8-21 7144-2331 内・胃・外

平成内科クリニック 中央町3-1 7162-2012 循・呼・胃・内

ホームクリニック柏 桜台1-8 7160-2588 内

ホームクリニック
東葛 高柳1-1-1-103 7128-7002 訪問診療・総内・緩

和ケア

星野ファミリー
クリニック

根戸467-103
メディカルプラザ北柏2F 7137-7322 内

まえだクリニック 柏1-1-7
池松ビル5F 7199-7377 総内・呼内・循内・

泌・乳腺甲状腺

松葉町内科
クリニック

松葉町2-15-8
よしいビル1F 7137-1710 内・循内・糖内

三富医院 布施新町4-1-9 7131-2350 内・消・リハ・外

南柏アイクリニック 南柏中央6-3
S509-KINGビル3Ｆ 7160-0800 眼

南柏駅前クリニック 南柏1-8-16 7141-7171 内・人工透析

南柏眼科 南柏1-6-12 7144-1700 眼

南柏耳鼻咽喉科 南柏中央1-6
宇佐美ビル302 7174-1187 耳

南柏整形外科 豊四季493-22 7145-0501 整

南増尾クリニック 南増尾1-14-14 7172-8100 内・循内・外

宮尾クリニック 松ヶ崎726-6 7146-8238 小・内

宮田小児科医院 中新宿2-6-21 7175-1020 小

みやぶち整形外科 旭町1-8-15 7146-1500 整・外・リウ・リハ

みやもとファミリー
クリニック

若柴226-41
中央144街区1
アベニフ2F

7197-2226 内・呼内・小

みんなのクリニック
大久保 篠籠田977-1 7141-7180 内・消・小

村田眼科 豊町2-5-25
イオンモール柏3F 7141-8848 眼

村松医院 新富町1-9-14 7145-6497 内・呼

森永胃腸科外科 豊住4-4-30 7166-3333
内・消内・肝内・循
内・糖内・消外・内
視外・肛外

やぎぬま眼科
大山台2-3
モラージュ柏part1
2F209

7138-6341 眼

八木沼皮フ科 南柏1-2-2
中村ビル3Ｆ 7148-1021 皮

矢島整形外科医院 豊四季1008-8 7142-8030 整・リハ

山岡外科胃腸科 大室241 7132-2711 胃・内・外

山口整形外科 泉町1-29 7167-3132 整・リハ

ヤマクリニック 明原2-1-9 7141-3801 消内・内

悠翔会在宅
クリニック柏 明原4-10-12 7141-0610 内・整・皮・精

よしうら内科クリニック 豊四季1008-8 7141-7720 内・呼・消・循

よしおかファミリー
クリニック 南増尾2280 7174-2345 内・小

吉田医院 豊四季945-619 7145-7527 内・小・皮

吉野整形外科 つくしが丘5-9-17 7175-1571 整・リハ
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柏歯科医師会会員リスト	 令和元年 8月時点

【診療科目】歯＝歯科、小＝小児歯科、矯正＝矯正歯科、歯口＝歯科口腔外科

医療機関名 住　所 電話番号 診療科目
會田歯科医院 南逆井5-5-2 7173-0039 歯・小

i Dental Clinic 南柏中央3-2
キュア･ラ2F 7171-3456 歯・小・歯口

あおい歯科医院
若柴173-8
柏の葉キャンパス
151街区B棟SB1

7132-8122 歯・小・矯正・歯口

青野歯科医院 豊上町16-10 7143-4045 歯・小・矯正・歯口

旭歯科クリニック 南柏中央2-11
ハーネスビル1F 7175-1182 歯・小

天野歯科医院 松葉町3-22-18
加藤園ビル1F 7134-0118 歯・小・矯正

甘利歯科医院 東1-3-17 7163-2277 歯・小・矯正

新井歯科医院 南柏1-1-3
ふきビル2F 7146-8000 歯

いしざき歯科 若葉町5-8 7164-8648 歯・矯正

石戸歯科医院 大井843-2 7191-6903 歯・小・歯口

出井歯科医院 末広町6-7 7145-6059 歯・小・矯正・歯口

伊藤歯科クリニック 逆井藤ノ台1-2 7175-1165 歯・小・矯正・歯口

井上歯科クリニック 西柏台2-2-16 7152-5688 歯・小・矯正・歯口

今村歯科医院 藤心1-1-3 7175-2671 歯

いりえ歯科クリニック 柏5-8-3 7163-4182 歯・小・矯正

ウィズ歯科クリニック 吉野沢2-3 7145-0002 歯・小・矯正・歯口

ウィング歯科
若葉町3-3
第2グランドフォート
103

7170-4340 歯・小・矯正・歯口

臼井歯科 加賀2-9-7 7172-5145 歯

内堀歯科医院 豊四季514-6 7174-1710 歯・小・歯口

ACTデンタル
クリニック 南柏1-5-1 7192-7030 歯・小・矯正・歯口

えのきど歯科医院 塚崎2-2-15 7191-8401 歯・矯正

榎本歯科クリニック 末広町12-7 7143-2077 歯・小・矯正・歯口

遠藤歯科医院 東1-2-45
石戸第3ビル2F 7163-5775 歯

老沼医院歯科 みどり台5-1-58 7131-3729 歯・小・歯口

大石歯科医院 つくしケ丘5-7-29 7176-3355 歯・小

大河原歯科
クリニック

南柏1-2-2
中村ビル4F 7144-0896 歯

大越歯科クリニック 明原3-4-17 7145-8222 歯・矯正・歯口

大島歯科医院 柏1326-12 7164-9112 歯・小・矯正・歯口

大島歯科クリニック 東1-1-16-101 7164-1182 歯・小・矯正

大津ヶ丘歯科
クリニック 大津ヶ丘3-5-1 7191-0027 歯・小・矯正・歯口

おおの歯科医院 今谷上町66-2 7176-5232 歯・小

大森歯科医院 ひばりが丘13-12 7166-6679 歯・小

小熊歯科医院 柏5-1-8 7164-2010 歯

おぐり歯科医院
豊四季167
マンション豊四季
2F

7144-0114 歯・小・矯正・歯口

おの歯科医院 光ヶ丘4-3-6 7197-3468 歯・小

柏 緑ヶ丘歯科 緑ヶ丘13-8 7167-7519 歯・小・歯口

カシワ・ファミリ
歯科

柏1-1-11
ファミリ柏5F 7163-5856 歯・小・矯正

柏厚生総合病院 篠籠田617 7145-1111 歯・歯口

柏たなか かねこ歯科
クリニック 小青田1-5-4-1F 7137-3715 歯・小・矯正・歯口

医療機関名 住　所 電話番号 診療科目
柏千代田歯科・
小児科 千代田2-2-1-102 7197-7162 歯・小・歯口

柏歯列矯正
クリニック

中央町3-30
柏ハイツ2F 7166-6940 矯正

加藤歯科医院 中央町2-31 7167-6615 歯

加藤歯科医院 つくしが丘1-17-3 7172-4135 歯

かなだ歯科医院 光ヶ丘2-21-21 7176-1112 歯

兼坂歯科医院 東柏1-12-1 7166-6444 歯

金丸歯科医院 豊四季1006-6 7139-3860 歯・小・矯正・歯口

加納歯科医院 松葉町6-9-1 7133-0418 歯・小・矯正・歯口

鏑木歯科 西原1-1-2 7154-2800 歯・小

釜崎歯科医院 十余二249-231 7147-4433 歯・小・矯正・歯口

神尾歯科クリニック 中央2-12-2 7106-8211 歯・小

神長歯科医院 若柴91-13 7128-9791 歯・小・歯口

かめおか歯科
クリニック 髙柳1771-23 7191-8455 歯

加文字歯科医院 逆井4-7-13 7174-1925 歯・小

岸本歯科医院 中央2-5-8 7167-4412 歯

きたうら歯科
クリニック 酒井根4-3-33 7173-2721 歯・小・歯口

北柏リハビリ総合病院 柏下265 7169-8000 歯

木村歯科医院 酒井根3-21-7 7174-9000 歯・小・矯正・歯口

矯正歯科クリニック
柏の葉 若柴226-41 7199-8465 矯正

きらら歯科 小青田1-1-11 7197-4997 歯・小・矯正・歯口

国田歯科医院 大津ヶ丘4-29-7 7191-3123 歯

くぼのや歯科 柏1-1-7
池松ビル3F 7166-6464 歯

柏クレイン総合歯科 南柏1-12-3 7186-6610 歯・小・矯正・歯口

黒滝歯科 向原町1-11 7144-0911 歯・小・矯正・歯口

桑木歯科医院 つくしが丘2-4-1 7174-1118 歯・小

小坂橋歯科医院 柏2-10-11
武藤眼科ビル208 7163-3312 歯

高南台歯科医院 高南台3-4-5 7193-7464 歯・小

五味歯科医院 大井764-1 7191-7081 歯

小柳歯科医院 かやの町2-15 7145-8225 歯

金剛寺歯科クリニック 増尾台3-8-34 7175-8811 歯・小

さかいね歯科
クリニック 酒井根2-1-1 7197-5888 歯・小・矯正・歯口

榊歯科医院 明原1-2-23 7145-3316 歯

逆井歯科医院 東逆井1-1-3
岡本ビル2F 7175-0808 歯

坂野歯科医院 豊住1-4-18 7173-0727 歯

佐久間歯科医院 旭町7-3-6 7148-6611 歯

桜井歯科医院 増尾4-1-1 7175-1251 歯

サクライ歯科
クリニック 柏340-31 7166-7821 歯

さくら歯科医院 大山台1-6 7136-8500 歯・小・矯正

さだ歯科クリニック 柏3-11-10-1F 7162-6880 歯・小・歯口

シゲタ歯科医院 北柏3-1-1
昭信ビル3F 7163-7341 歯・小・矯正

柴原歯科医院 加賀3-25-3 7172-0130 歯

秀和会クリニック
歯科 布施815-4 7140-8882 歯・小・矯正・歯口

柏市 くらしの便利帳 111

医
院
・
歯
科
・
薬
局

kashiwa_P108_128_190805.indd   111 2019/08/05   11:20

名称 所在地 電話番号 診療科目

東京慈恵会医科
大学附属柏病院 柏下163-1 7164-1111

総合診療・消・肝
内・循内・腫瘍・血
内・神 内・糖・代
謝・内分内・呼内・
腎臓・高血圧内・リ
ウ・膠原病内・外・
小・泌・整・形・心
臓・脳外・産婦・精
神 神 経 ・皮・眼・
耳・リハ・放・内視
鏡

東洋眼科医院・柏 千代田1-2-48
アネックス柏ビル5F 7163-5333 眼

東洋眼科･胃腸内科･
外科 大津ヶ丘4-25-2 7193-3041 眼・胃内・外

友ペインクリニック 南柏中央6-1
三上ビル2F 7170-5680 麻・内・整

トヨガミクリニック 豊上町9-1 7143-9192 循・内

豊四季診療所 豊四季台1-3-1 7145-7247 内・消・小

豊四季台耳鼻咽喉科 旭町7-1-5 7199-5511 耳・アレ

中島クリニック 高柳1142-1 7193-3077 内・小・皮・消・放

中野レディース
クリニック

柏2-10-11
武藤眼科ビル1F 7162-0345 産婦

中村内科クリニック 西原7-7-21 7178-3722 内・呼内・循内・消
内・小

名戸ヶ谷病院 名戸ヶ谷687-4 7167-8336

内・外・脳外・心療・
小・小外・整・皮・
泌・循・心臓血管
外・形・耳・眼・大
腸肛門・放・リハ・
麻・ド

名戸ヶ谷病院付属
名戸ヶ谷診療所 名戸ヶ谷684-3 7169-7300 内・小・外・小外・

皮・耳

なの花皮フ科・
形成外科

大島田305-5
クレオビル2F 7193-3875 皮・形・美容皮フ

新谷医院 千代田3-1-2 7166-5568 内

にしで眼科クリニック 東逆井1-22-6 7178-0070 眼

にしで内科クリニック 東逆井1-22-6 7178-0070 内・消・循・小・外

乳腺クリニック長瀬外科 末広町10-15 7141-6325 乳外

野崎内科クリニック 松葉町3-20-12 7133-3033 内・呼・循・消・リ
ウ・アレ

のぞみの花
クリニック

北柏台3-16
ベルハイム北柏台103 7192-6180 内・外

のぶさわ胃腸科
クリニック

南柏中央2-9
アイルスデール南柏 7170-5755 胃・内・外

柏愛耳鼻咽喉科 松ヶ崎726-10 7143-3878 耳

柏東医院 柏937-2 7164-1250 内

橋本眼科医院 柏1-1-7
池松ビル　1Ｆ 7167-4100 眼

初石病院 西原7-6-1 7152-2251 精・神・内

花野井クリニック 大室1218-6 7137-3777 循・消・内・小・リ
ハ

浜田中医クリニック 柏1326-9 7163-0162 内・胃・小・泌・リ
ハ

葉山皮膚科医院 柏7-9-3 7167-0764 皮

原整形外科眼科 千代田1-2-43 7167-3611 整・リハ・リウ

東山医院 柏3-3-3 7167-3803 内・胃・外・皮

光ヶ丘診療所 光ヶ丘団地
4-10-101 7172-2703 内・消

ひかりメンタル
クリニック

柏2-5-8
柏セントラルビル
3F-B

7160-2502 心療・神・精

平野医院 豊住1-1-45 7175-2222 内・小・皮

廣池学園診療所 光ヶ丘2-1-1 7173-3541 内

ひろクリニック 南柏中央6-3
S509-KING305 7105-2055 皮・アレ

ファミリー
クリニック成島 宿連寺23-1 7133-1561 外・内・胃・整・リ

ハ・小・皮・肛

深町病院 柏4-10-11 7164-0111
消・内・外・ド（循
環器・内分泌・糖
尿・神内）

名称 所在地 電話番号 診療科目
福本クリニック 若葉町11-12 7162-2301 内・胃・外・小・循

藤木医院 明原1-5-14 7144-3434 内・循・消・呼・泌・
肛・アレ

ふじ心よつ葉クリニック 藤心4-12-1 7170-5573 内・呼内

ふじさわ内科
クリニック

北柏3-1-2
寺田ビル2F 7162-1002 内・糖内・内分内

ふじせ内科
クリニック

南柏中央1-6
宇佐美ビル2F 7170-7887 内

ぶるーむの風診療所 中原1817-1 7128-4133 小・内

古田医院 明原3-8-21 7144-2331 内・胃・外

平成内科クリニック 中央町3-1 7162-2012 循・呼・胃・内

ホームクリニック柏 桜台1-8 7160-2588 内

ホームクリニック
東葛 高柳1-1-1-103 7128-7002 訪問診療・総内・緩

和ケア

星野ファミリー
クリニック

根戸467-103
メディカルプラザ北柏2F 7137-7322 内

まえだクリニック 柏1-1-7
池松ビル5F 7199-7377 総内・呼内・循内・

泌・乳腺甲状腺

松葉町内科
クリニック

松葉町2-15-8
よしいビル1F 7137-1710 内・循内・糖内

三富医院 布施新町4-1-9 7131-2350 内・消・リハ・外

南柏アイクリニック 南柏中央6-3
S509-KINGビル3Ｆ 7160-0800 眼

南柏駅前クリニック 南柏1-8-16 7141-7171 内・人工透析

南柏眼科 南柏1-6-12 7144-1700 眼

南柏耳鼻咽喉科 南柏中央1-6
宇佐美ビル302 7174-1187 耳

南柏整形外科 豊四季493-22 7145-0501 整

南増尾クリニック 南増尾1-14-14 7172-8100 内・循内・外

宮尾クリニック 松ヶ崎726-6 7146-8238 小・内

宮田小児科医院 中新宿2-6-21 7175-1020 小

みやぶち整形外科 旭町1-8-15 7146-1500 整・外・リウ・リハ

みやもとファミリー
クリニック

若柴226-41
中央144街区1
アベニフ2F

7197-2226 内・呼内・小

みんなのクリニック
大久保 篠籠田977-1 7141-7180 内・消・小

村田眼科 豊町2-5-25
イオンモール柏3F 7141-8848 眼

村松医院 新富町1-9-14 7145-6497 内・呼

森永胃腸科外科 豊住4-4-30 7166-3333
内・消内・肝内・循
内・糖内・消外・内
視外・肛外

やぎぬま眼科
大山台2-3
モラージュ柏part1
2F209

7138-6341 眼

八木沼皮フ科 南柏1-2-2
中村ビル3Ｆ 7148-1021 皮

矢島整形外科医院 豊四季1008-8 7142-8030 整・リハ

山岡外科胃腸科 大室241 7132-2711 胃・内・外

山口整形外科 泉町1-29 7167-3132 整・リハ

ヤマクリニック 明原2-1-9 7141-3801 消内・内

悠翔会在宅
クリニック柏 明原4-10-12 7141-0610 内・整・皮・精

よしうら内科クリニック 豊四季1008-8 7141-7720 内・呼・消・循

よしおかファミリー
クリニック 南増尾2280 7174-2345 内・小

吉田医院 豊四季945-619 7145-7527 内・小・皮

吉野整形外科 つくしが丘5-9-17 7175-1571 整・リハ

医院・歯科・薬局
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医療機関名 住　所 電話番号 診療科目
宿連寺歯科
クリニック 宿連寺443-16 7134-1188 歯・小・矯正・歯口

沼南愛立歯科 南髙柳1-19 7192-2305 歯・小・矯正・歯口

新柏歯科クリニック 新柏1-4-5 7167-1600 歯

しんのすけ歯科
クリニック 豊四季341-16 7143-0010 歯・小・歯口

末石歯科 松葉町2-1-21 7132-5652 歯・小・矯正・歯口

菅野歯科医院 松ヶ崎398-10 7134-0011 歯

菅谷歯科クリニック 豊四季210-14 7144-8400 歯・小・矯正・歯口

杉山歯科医院 西柏台1-7-2 7153-6480 歯・小・矯正

鈴木歯科医院 増尾台4-3-12 7176-3688 歯・小・歯口

セイワ歯科医院 新柏1-16-6 7166-6482 歯・小・矯正・歯口

関口歯科医院 布施新町4-23-7 7133-2667 歯

染井歯科医院 南逆井1-12-6 7176-0650 歯

染谷歯科医院 逆井5-23-1 7174-6481 歯

タカシマ歯科医院 花野井1814-13 7132-2572 歯・小

たかだ歯科 高田880 7144-4182 歯・小・歯口

高野歯科医院 泉町1-4 7167-2611 歯・小

たかの歯科医院 若柴1-81 7100-0008 歯・小・歯口

高橋歯科医院 逆井1-12-29 7172-4059 歯

高橋歯科医院 根戸469-11 7131-3853 歯・小・矯正

田口歯科医院 つくしが丘3-8-8 7175-6480 歯・小

武田歯科医院 東中新宿4-6-1 7174-3422 歯

田中歯科医院 千代田3-15-1 7164-3000 歯・小・矯正

谷口歯科医院 新富町1-2-28 7148-6474 歯・矯正

中央歯科 柏1-1-8
かまやビル2F 7166-5658 歯・小

千代田ホワイト歯科 北柏1-2-6 7163-1841 歯・小・矯正・歯口

塚田歯科医院 南増尾4-17-12 7174-9333 歯・小・矯正・歯口

つばさ歯科医院 南柏中央1-6
宇佐美ビル201 7175-8700 歯・小・矯正

T・Yデンタル
クリニック 今谷上町74-4 7173-5552 歯・小

てらだデンタル
クリニック 松葉町2-15-2 0120-

44-8264 歯・小・矯正・歯口

とみせ歯科室 布施146-19 7133-2228 歯・小・矯正・歯口

とよふた歯科 十余二575-51 7199-8433 歯・小・矯正・歯口

永井歯科医院 松葉町7-15-1 7133-6489 歯

ながお歯科医院 旭町2-5-4 7145-2080 歯・小・歯口

永木歯科医院 北柏3-13-10 7163-5228 歯・小

中島歯科医院 柏4-7-3 7164-4188 歯・小・歯口

ナガシマ歯科医院 今谷上町43-52 7174-2265 歯

永田歯科医院 塚崎1004-13 7193-1000 歯

なかたに歯科
豊四季1008-12
アヴニール豊四季
101

7141-2145 歯・小

中野歯科医院 明原4-12-20 7147-0263 歯

長野歯科医院
末広町1-1
柏高島屋ステーション
モール8F

7148-2080 歯

中村歯科医院 旭町1-10-3 7144-4014 歯

菜のはな歯科
クリニック 篠籠田1462-1 7190-5057 歯・小・矯正・歯口

西野歯科医院 中原1-16-6 7175-1001 歯・小・矯正・歯口

にじの街歯科 高田1284-3 7168-0648 歯・小・歯口

にしまき歯科 泉町15-10 7167-6538 歯・小

パール歯科
クリニック 東1-2-6 7107-6480 歯・小・矯正

医療機関名 住　所 電話番号 診療科目
花澤歯科医院 柏3-11-27-101 7166-6620 歯・小

林小児歯科 光ヶ丘2-3-7 7172-3536 小

葉山歯科医院 柏7-9-3 7164-6480 歯・小・矯正・歯口

久田歯科医院 西山1-21-10 7174-4747 歯

英デンタル
クリニック 新柏4-8-10 7199-8836 歯・小・矯正・歯口

福島歯科医院 中新宿2-6-1 7175-2545 歯・小・歯口

福島歯科クリニック 南逆井4-8-12 7174-6118 歯

フラワーデンタル
クリニック 篠籠田1484-3 7146-8247 歯・小

細井歯科医院 柏1-3-3 7167-2443 歯

細田歯科医院 明原4-11-8 7145-8084 歯・小

ほそや歯科医院 逆井2-19-39 7171-7170 歯・小・矯正・歯口

ほのぼの歯科・
矯正歯科

加賀3-24-6
伊藤ビル2F 7160-0303 歯・矯正

松葉デンタル
クリニック 松葉町4-9-2 7132-7761 歯・小・矯正・歯口

松丸歯科医院 花野井833-1 7133-2424 歯・小

水留歯科医院 光ヶ丘グリーン
タウン4-10-102 7172-7961 歯

みなみかしわ駅ノ歯科 南柏中央6-22-101 7170-0083 歯・小・矯正・歯口

南柏かんだ矯正歯科 南柏中央1-5
綾水ビル2F 7137-7153 矯正

南柏歯科クリニック 豊四季494-134 7144-6561 歯・小・歯口

みわ歯科クリニック 中央2-2-18-201 7166-8148 歯・小・矯正

モラージュ柏
デンタルクリニック

大山台2-3
モラージュ柏
2F213

7137-6001 歯・小・矯正・歯口

森の葉デンタル
クリニック

新柏1-13-9
ニチイケアプラザ
柏ビル1F

7160-1081 歯・小・矯正・歯口

八木歯科医院 大津ケ丘4-24-17 7193-1184 歯・小

やくやま歯科 根戸386-1 7133-1184 歯・小・歯口

やすだ歯科医院 増尾3-10-14 7172-1607 歯・小・歯口

矢部歯科医院 豊四季150-52 7143-3639 歯

山浦歯科医院 松ヶ崎224-21 7133-2185 歯

山口歯科医院 旭町1-9-14 7147-6765 歯

山田歯科クリニック 柏3-7-26 7167-5210 歯・矯正

山中歯科医院 明原2-1-14 7145-2503 歯

弥生町歯科医院 弥生町5-20 7162-3715 歯・小

ユアーズ歯科柏
クリニック

柏2-8-9
千葉スカイビル1F 7162-6661 歯・小・矯正・歯口

よしい歯科医院 十余二297 7134-4182 歯

吉成歯科クリニック 緑ヶ丘12-33 7167-4618 歯・小

よつば歯科医院 しいの木台5-25-18 047-394-4180 歯・小

ライフタウン歯科
クリニック 松葉町1-16-6 7135-0748 歯・小・矯正・歯口

ららぽーと柏の葉
歯科クリニック

若柴175
ららぽーと柏の葉
本館3F

7135-0896 歯・小・矯正・歯口

わしんデンタル
クリニック 豊四季249-17 7186-7015 歯

渡辺歯科医院 大室249-2 7133-1416 歯・小・矯正・歯口

渡来歯科医院 明原4-3-2 7143-8211 歯・小

医院・歯科・薬局

112

医
院
・
歯
科
・
薬
局

kashiwa_P108_128_190805.indd   112 2019/08/05   11:20



柏市薬剤師会加盟リスト	 令和元年7月26日時点

名称 所在地 電話番号

東
地
区

ハーブランド薬局 柏1-1-7 7163-2532
一二三堂薬局 柏1-5-15 7166-1230
薬局マツモトキヨシ柏東口駅前店 柏2-2-2 7167-7055
薬局マツモトキヨシ柏店 柏3-2-3 7162-6003
薬局メディクス柏店 柏3-3-19 7160-2323
ハーブランド薬局柏3丁目店 柏3-7-26 7166-1515
サンリツ薬局柏店 柏3-8-11-101 7160-3712
㈲山崎薬局 柏3-9-21 7167-2222
飛鳥薬局柏駅前店 柏4-4-7 7166-7311
ファーコス薬局イルカ 柏4-6-25 7160-4477
つなぐ薬局 桜台2-1 7103-1312
よろづ屋薬局柏店 東1-2-4 7167-2075
フヨウ堂薬局 東1-2-15 7167-2719
㈲スミレ薬局 東1-2-44 7166-5746
カワシマ薬局 中央町5-15 7167-3632
あおば薬局柏中央店 泉町1-32 7165-7747
ハーブランド薬局中央店 中央2-2-8 7165-0123
若葉薬局 若葉町6-2 7166-7765
ファーコス薬局柏わかば 若葉町11-12 7166-8915
千代田薬局 千代田1-2-42 7164-7733
ハタノ薬局 千代田1-1-12 7163-8000
薬局タカサ　オアシス柏店 千代田3-8-7 7167-6351
きっこう台薬局 亀甲台町1-6-23 7160-3063
ほたる薬局 名戸ヶ谷689-1 7163-3515
薬局くすりの福太郎名戸ヶ谷店 名戸ヶ谷718-1 7165-0551
ウエルシア柏名戸ヶ谷薬局 名戸ヶ谷857-2 7165-7773
ウエルシア薬局南柏店 豊四季816-14 7160-7885

西
地
区

北岡薬局 あけぼの4-3-21 7143-3316
あい薬局 あけぼの4-4-1 7142-8555
薬局マツモトキヨシ
柏駅西口店

末広町4-1
神崎ビル1F 7140-1822

柏第一薬局 末広町4-7
丸金第2ビル1F 7142-7766

フローラ薬局 末広町6-1 7141-0633
末広薬局 末広町9-14 7148-7200
アイン薬局柏駅前店 末広町9-14小竹ビル1F 7142-3171
柏薬局 明原2-2-16 7145-6454
柏薬局明原店 明原3-2-6 7141-0425
かしわ鈴薬局 明原3-3-12 7190-5581
㈲豊四季ファーマシー 豊四季台1-3-1 7144-1095
薬局くすりの福太郎柏旭町店 旭町1-1-2YK-7ビル5F 7142-7029
薬局くすりの福太郎柏西口店 旭町1-1-5 7141-3959
日本調剤　旭町薬局 旭町1-4-11 7144-9752
薬局マツモトキヨシ柏旭町店 旭町4-6-2 7141-8585
イオン薬局柏店 豊町2-5-25 7142-0190
㈲南柏松戸薬局 南柏1-2-2 7144-2380
㈲豊四季ファーマシー杉浦薬局 南柏1-6-5 7145-0135
ウエルシア薬局南柏駅西口店 南柏1-8-16 7141-6374
たかはし薬局 高田139-2 7142-2151
ヤマグチ薬局柏高田店 高田532-4 7142-8288
あけぼの薬局東店 篠籠田616-3 7170-4611
あけぼの薬局西店 篠籠田621-2 7146-9087
みずき薬局豊四季店 篠籠田977-6 7141-0070
㈲豊四季ファーマシー薬局
おおたかの森 豊四季114-12 7107-0001

スギ薬局柏豊四季店 豊四季227-1 7141-7810
薬局タカサ豊四季店 豊四季301-7 7142-7171
ひまわり薬局豊四季駅前店 豊四季1008-8 7142-3110

名称 所在地 電話番号

南
地
区

薬局くすりの福太郎増尾店 増尾1-1-1 7174-1129
ライオン薬局 逆井4-26-7 7172-3058
こばと薬局 南逆井4-10-2 7174-8936
サンフラワー薬局 東逆井1-22-1 7169-6200
くすりのイワタ薬局 加賀3-17-17 7175-1685
加賀調剤薬局 加賀3-19-4 7175-3150
南増尾ファーマシー 南増尾1-14-11 7136-7145
よろづ屋薬局南増尾店 南増尾4-5-1 7174-7200
ウエルシア薬局柏南増尾店 南増尾8-3-31 7160-7620
フォレスト薬局 光ヶ丘団地4-200 7171-4901
光ヶ丘薬局 光ヶ丘2-3-10 7197-5088
つくし薬局光ヶ丘店 光ヶ丘2-18-18 7170-5112
薬局マツモトキヨシ光ヶ丘店 光ヶ丘2-21-25 7176-7227
ヤックスドラッグ柏光ヶ丘薬局 光ヶ丘2-23-1 7189-8891
みどり薬局 豊住1-1-4 7171-1161
つくし薬局 つくしが丘2-4-14 7172-5316
飛鳥薬局柏店 つくしが丘5-9-16 7160-5322
スズラン薬局 今谷上町45-23 7160-0010
ハーブランド薬局南柏店 南柏中央3-10 7160-0082
友愛薬局南柏店 南柏中央6-1 7170-5505
なの花薬局柏店 新柏1-13-9 7165-1252

北
地
区

けんこう薬局 柏下153-2 7168-8911
やまなみ薬局柏店 柏下154 7168-8180
さくら薬局 柏下店 柏下字東155 7160-2530
薬局マツモトキヨシ柏下店 柏下字東156-2 7162-1033
ヤックスドラッグ北柏薬局 柏下東158 7197-5570
あさひ薬局 柏下276-5 7160-1011
オレンジ薬局 柏下278-1 7165-1650
調剤薬局マツモトキヨシ柏たなか店 小青田1-2-3 7137-2003
柏龍堂つばさ調剤薬局 花野井1811 7134-8508
クオール薬局花野井店 大室1218-13 7136-7789
みやこ薬局 布施814-66 7134-5657
㈲松葉調剤薬局 松葉町1-17-1 7133-3343
サンドラッグ柏松葉町薬局 松葉町2-15-1 7132-1470
モミの木薬局 松葉町4-12-2 7133-3203
スローライフ薬局 松葉町5-17-4 7136-8887
薬局くすりの福太郎北柏店 北柏1-1-1 7162-6729
ファンイズムハート薬局 北柏3-1-2 7162-2601
柏龍堂薬局北柏店 北柏3-2-6 7163-9393
薬局メディクス北柏店 北柏4-1-1 7165-1732
ウエルシア薬局北柏店 北柏4-3-12 7160-2750

柏の葉薬局 若柴173-8柏の葉キャ
ンパス151街区SB3-1 7199-7025

クオール薬局柏の葉店 若柴178-4柏の葉キャ
ンパス148街区1B 7128-7589

日本調剤　柏の葉薬局 若柴227-6柏の葉キャ
ンパス147街区E-1 7137-0451

りんご薬局 十余二156-36-2 7137-2071
マキノファーマシー 柏の葉2-13-6 7134-8182
日本調剤　柏の葉公園薬局 柏の葉5-4-18 7137-2115
芙蓉堂薬局 西原3-1-38 7153-2391
㈱十余二・第一薬局 西原6-7-35 7154-5485
ゆずのき薬局 西原7-7-21 7189-7567

沼
南
地
区

おおい薬局 大井755-16 7192-2725
ハーブランド薬局沼南店 大津ヶ丘4-25-5 7160-6682
さくら薬局 柏大津ヶ丘店 大津ヶ丘4-28-2 7160-8430
ウエルシア薬局沼南店 大島田305-5 7193-3516
高柳薬局 高柳1-1-1-101 7170-1409
シエロ薬局 高柳1142-39 7190-0919
ファーコス薬局柏みなみ 高柳新田17-114 7190-2270
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医療機関名 住　所 電話番号 診療科目
宿連寺歯科
クリニック 宿連寺443-16 7134-1188 歯・小・矯正・歯口

沼南愛立歯科 南髙柳1-19 7192-2305 歯・小・矯正・歯口

新柏歯科クリニック 新柏1-4-5 7167-1600 歯

しんのすけ歯科
クリニック 豊四季341-16 7143-0010 歯・小・歯口

末石歯科 松葉町2-1-21 7132-5652 歯・小・矯正・歯口

菅野歯科医院 松ヶ崎398-10 7134-0011 歯

菅谷歯科クリニック 豊四季210-14 7144-8400 歯・小・矯正・歯口

杉山歯科医院 西柏台1-7-2 7153-6480 歯・小・矯正

鈴木歯科医院 増尾台4-3-12 7176-3688 歯・小・歯口

セイワ歯科医院 新柏1-16-6 7166-6482 歯・小・矯正・歯口

関口歯科医院 布施新町4-23-7 7133-2667 歯

染井歯科医院 南逆井1-12-6 7176-0650 歯

染谷歯科医院 逆井5-23-1 7174-6481 歯

タカシマ歯科医院 花野井1814-13 7132-2572 歯・小

たかだ歯科 高田880 7144-4182 歯・小・歯口

高野歯科医院 泉町1-4 7167-2611 歯・小

たかの歯科医院 若柴1-81 7100-0008 歯・小・歯口

高橋歯科医院 逆井1-12-29 7172-4059 歯

高橋歯科医院 根戸469-11 7131-3853 歯・小・矯正

田口歯科医院 つくしが丘3-8-8 7175-6480 歯・小

武田歯科医院 東中新宿4-6-1 7174-3422 歯

田中歯科医院 千代田3-15-1 7164-3000 歯・小・矯正

谷口歯科医院 新富町1-2-28 7148-6474 歯・矯正

中央歯科 柏1-1-8
かまやビル2F 7166-5658 歯・小

千代田ホワイト歯科 北柏1-2-6 7163-1841 歯・小・矯正・歯口

塚田歯科医院 南増尾4-17-12 7174-9333 歯・小・矯正・歯口

つばさ歯科医院 南柏中央1-6
宇佐美ビル201 7175-8700 歯・小・矯正

T・Yデンタル
クリニック 今谷上町74-4 7173-5552 歯・小

てらだデンタル
クリニック 松葉町2-15-2 0120-

44-8264 歯・小・矯正・歯口

とみせ歯科室 布施146-19 7133-2228 歯・小・矯正・歯口

とよふた歯科 十余二575-51 7199-8433 歯・小・矯正・歯口

永井歯科医院 松葉町7-15-1 7133-6489 歯

ながお歯科医院 旭町2-5-4 7145-2080 歯・小・歯口

永木歯科医院 北柏3-13-10 7163-5228 歯・小

中島歯科医院 柏4-7-3 7164-4188 歯・小・歯口

ナガシマ歯科医院 今谷上町43-52 7174-2265 歯

永田歯科医院 塚崎1004-13 7193-1000 歯

なかたに歯科
豊四季1008-12
アヴニール豊四季
101

7141-2145 歯・小

中野歯科医院 明原4-12-20 7147-0263 歯

長野歯科医院
末広町1-1
柏高島屋ステーション
モール8F

7148-2080 歯

中村歯科医院 旭町1-10-3 7144-4014 歯

菜のはな歯科
クリニック 篠籠田1462-1 7190-5057 歯・小・矯正・歯口

西野歯科医院 中原1-16-6 7175-1001 歯・小・矯正・歯口

にじの街歯科 高田1284-3 7168-0648 歯・小・歯口

にしまき歯科 泉町15-10 7167-6538 歯・小

パール歯科
クリニック 東1-2-6 7107-6480 歯・小・矯正

医療機関名 住　所 電話番号 診療科目
花澤歯科医院 柏3-11-27-101 7166-6620 歯・小

林小児歯科 光ヶ丘2-3-7 7172-3536 小

葉山歯科医院 柏7-9-3 7164-6480 歯・小・矯正・歯口

久田歯科医院 西山1-21-10 7174-4747 歯

英デンタル
クリニック 新柏4-8-10 7199-8836 歯・小・矯正・歯口

福島歯科医院 中新宿2-6-1 7175-2545 歯・小・歯口

福島歯科クリニック 南逆井4-8-12 7174-6118 歯

フラワーデンタル
クリニック 篠籠田1484-3 7146-8247 歯・小

細井歯科医院 柏1-3-3 7167-2443 歯

細田歯科医院 明原4-11-8 7145-8084 歯・小

ほそや歯科医院 逆井2-19-39 7171-7170 歯・小・矯正・歯口

ほのぼの歯科・
矯正歯科

加賀3-24-6
伊藤ビル2F 7160-0303 歯・矯正

松葉デンタル
クリニック 松葉町4-9-2 7132-7761 歯・小・矯正・歯口

松丸歯科医院 花野井833-1 7133-2424 歯・小

水留歯科医院 光ヶ丘グリーン
タウン4-10-102 7172-7961 歯

みなみかしわ駅ノ歯科 南柏中央6-22-101 7170-0083 歯・小・矯正・歯口

南柏かんだ矯正歯科 南柏中央1-5
綾水ビル2F 7137-7153 矯正

南柏歯科クリニック 豊四季494-134 7144-6561 歯・小・歯口

みわ歯科クリニック 中央2-2-18-201 7166-8148 歯・小・矯正

モラージュ柏
デンタルクリニック

大山台2-3
モラージュ柏
2F213

7137-6001 歯・小・矯正・歯口

森の葉デンタル
クリニック

新柏1-13-9
ニチイケアプラザ
柏ビル1F

7160-1081 歯・小・矯正・歯口

八木歯科医院 大津ケ丘4-24-17 7193-1184 歯・小

やくやま歯科 根戸386-1 7133-1184 歯・小・歯口

やすだ歯科医院 増尾3-10-14 7172-1607 歯・小・歯口

矢部歯科医院 豊四季150-52 7143-3639 歯

山浦歯科医院 松ヶ崎224-21 7133-2185 歯

山口歯科医院 旭町1-9-14 7147-6765 歯

山田歯科クリニック 柏3-7-26 7167-5210 歯・矯正

山中歯科医院 明原2-1-14 7145-2503 歯

弥生町歯科医院 弥生町5-20 7162-3715 歯・小

ユアーズ歯科柏
クリニック

柏2-8-9
千葉スカイビル1F 7162-6661 歯・小・矯正・歯口

よしい歯科医院 十余二297 7134-4182 歯

吉成歯科クリニック 緑ヶ丘12-33 7167-4618 歯・小

よつば歯科医院 しいの木台5-25-18 047-394-4180 歯・小

ライフタウン歯科
クリニック 松葉町1-16-6 7135-0748 歯・小・矯正・歯口

ららぽーと柏の葉
歯科クリニック

若柴175
ららぽーと柏の葉
本館3F

7135-0896 歯・小・矯正・歯口

わしんデンタル
クリニック 豊四季249-17 7186-7015 歯

渡辺歯科医院 大室249-2 7133-1416 歯・小・矯正・歯口

渡来歯科医院 明原4-3-2 7143-8211 歯・小

医院・歯科・薬局
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ご あ い さ つ

一般社団法人 柏市医師会からのご案内
所  豊四季台1-1-118　☎7128-5551　 MAP 10・A-3

柏 市 医 師 会 の 取 り 組 み
在宅医療 救急医療・災害時医療 健康教育

　柏市民の皆さま、そして近隣の
皆さま、こんにちは。柏市医師会
の代表として、皆さまにご挨拶申
し上げます。
　柏市は東京都心から30km、人口
42万人余りの中核都市です。多様
性を互いに認め尊重し支え合い、
誰もが安心して生まれ育ち住み続

けることができる街をめざしています。
　令和元年５月１日現在、柏市医師会の会員数は333名、施
設数は208、その中には、がん診療連携拠点病院である国立

がん研究センター東病院や、救命救急センターでもある東
京慈恵会医科大学附属柏病院も含まれ、その他、中核病院
や診療所も各科バランスよく必要最低限にそろっており、
まるで小さな国のような地域です。
　当会員は必ず、柏市長より市医の任命を受けていますの
で、市民の皆さまが安心して暮らし続けるために、より良
い医療・福祉環境を整備し、ご提供できるよう、日々努力
しているところです。
　さらに改善を図り続けていきたいと思いますので、皆様
のご意見ご要望をぜひ、お聴かせください。

会 長　長瀬 慈村

　救急事業については、市と定期的
に協議を行うとともに実績の評価を
行っています。
　平成25年より夜間・休日に、救急
病院に小児科医を配置して、市役所
から小児待機病院を広報する事業を
開始しました。これによって市内の
病院に小児科医が待機する日数が、
これまでの3割程度から夜間は6割
に、休日は8割以上に増加しました。
　一方、命に直結する疾患のネット
ワーク事業において、消化管出血に
対して内視鏡治療を行う東葛北部5市
GIBネットワークに参加、年間を通し
て消化管出血の治療が必ず行える体
制が敷かれています。
　また、心筋梗塞等の急性心疾患に
対しては、柏ハートネットでITを活
用した救急搬送システムにて、迅速
な治療を行っています。
　災害時医療については、市と消防
と協議を重ね、災害医療対応マニュ
アルを作成し、共有しています。
　また、平成26年より市内の災害拠
点病院及び災害医療協力病院におい
て災害訓練を行い、災害時に備えて
市や関係機関との協力体制を構築し
ています。

　柏市医師会は地域包括ケアシステ
ムのモデル地区として、2011年より
行政と共に在宅医療を推進していま
す。超高齢社会となり、これからは
“治し、救う”だけでなく生命を“支
え、そして看取る”ための医療が必要
とされています。
　団塊の世代が75歳以上になる2025
年には病院に入院できない患者さん
が増加します。そのときに、患者さ
んが長年住み慣れた我が家で最期の
ときが迎えられるよう、在宅療養に
関わる多くの職種が連携しなくては
なりません。
　在宅医療の担い手となる医師を増
やすための在宅医療研修会、また、
在宅療養に関わる医療・介護職が一
堂に会する“顔の見える関係会議”を9
年間で26回開催し参加者数は5000人
を超えました。2014年には、市民の
療養生活を支援するための地域医療
連携センターが整備されました。
　こうした取り組みの結果、在宅支
援診療所は11から28施設に増加、ま
た、在宅でのお看取り件数も100件以
上増加しています。そして、市内の
病院との連携を強化すべく現在も取
り組んでいます。

　「かしわ元気塾」：市民の健康を
推 進 す る た め の 健 康 講 座 で 、 月 １
回、市と一緒に開催していますが、
テーマや内容は市民公募による実行
委員の皆さまが検討、運営に携わっ
て頂いています。平成26年度より開
催し、年間の参加者は計3000名を超
える程、盛況です。
　「県立東葛飾高校・医歯薬コース
への協力」：現状の医療者不足に対
し地域医療を担う人材を育成するた
めに平成26年度、新設された医歯薬
コースへの協力をしています。地域
医療では、行政を含めた関係多職種
との連携協働が極めて重要で、その
現状と可能性、やりがいを知って頂
く講義や医療現場見学なども行い、
未来医療人の育成を図っています。
　「中学生への健康教育」：健康で
幸せな人生を送るためには、思春期
から心と体について知っておくこと
が大切です。性教育だけでなく、命
の大切さ、体のつくりやさまざまな
病気の原因、治療や予防、さらに現
在は、がん教育についても、分かり
やすくお話をしています。
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ご あ い さ つ

一般社団法人 柏市医師会からのご案内
所  豊四季台1-1-118　☎7128-5551　 MAP 10・A-3

柏 市 医 師 会 の 取 り 組 み
在宅医療 救急医療・災害時医療 健康教育

　柏市民の皆さま、そして近隣の
皆さま、こんにちは。柏市医師会
の代表として、皆さまにご挨拶申
し上げます。
　柏市は東京都心から30km、人口
42万人余りの中核都市です。多様
性を互いに認め尊重し支え合い、
誰もが安心して生まれ育ち住み続

けることができる街をめざしています。
　令和元年５月１日現在、柏市医師会の会員数は333名、施
設数は208、その中には、がん診療連携拠点病院である国立

がん研究センター東病院や、救命救急センターでもある東
京慈恵会医科大学附属柏病院も含まれ、その他、中核病院
や診療所も各科バランスよく必要最低限にそろっており、
まるで小さな国のような地域です。
　当会員は必ず、柏市長より市医の任命を受けていますの
で、市民の皆さまが安心して暮らし続けるために、より良
い医療・福祉環境を整備し、ご提供できるよう、日々努力
しているところです。
　さらに改善を図り続けていきたいと思いますので、皆様
のご意見ご要望をぜひ、お聴かせください。

会 長　長瀬 慈村

　救急事業については、市と定期的
に協議を行うとともに実績の評価を
行っています。
　平成25年より夜間・休日に、救急
病院に小児科医を配置して、市役所
から小児待機病院を広報する事業を
開始しました。これによって市内の
病院に小児科医が待機する日数が、
これまでの3割程度から夜間は6割
に、休日は8割以上に増加しました。
　一方、命に直結する疾患のネット
ワーク事業において、消化管出血に
対して内視鏡治療を行う東葛北部5市
GIBネットワークに参加、年間を通し
て消化管出血の治療が必ず行える体
制が敷かれています。
　また、心筋梗塞等の急性心疾患に
対しては、柏ハートネットでITを活
用した救急搬送システムにて、迅速
な治療を行っています。
　災害時医療については、市と消防
と協議を重ね、災害医療対応マニュ
アルを作成し、共有しています。
　また、平成26年より市内の災害拠
点病院及び災害医療協力病院におい
て災害訓練を行い、災害時に備えて
市や関係機関との協力体制を構築し
ています。

　柏市医師会は地域包括ケアシステ
ムのモデル地区として、2011年より
行政と共に在宅医療を推進していま
す。超高齢社会となり、これからは
“治し、救う”だけでなく生命を“支
え、そして看取る”ための医療が必要
とされています。
　団塊の世代が75歳以上になる2025
年には病院に入院できない患者さん
が増加します。そのときに、患者さ
んが長年住み慣れた我が家で最期の
ときが迎えられるよう、在宅療養に
関わる多くの職種が連携しなくては
なりません。
　在宅医療の担い手となる医師を増
やすための在宅医療研修会、また、
在宅療養に関わる医療・介護職が一
堂に会する“顔の見える関係会議”を9
年間で26回開催し参加者数は5000人
を超えました。2014年には、市民の
療養生活を支援するための地域医療
連携センターが整備されました。
　こうした取り組みの結果、在宅支
援診療所は11から28施設に増加、ま
た、在宅でのお看取り件数も100件以
上増加しています。そして、市内の
病院との連携を強化すべく現在も取
り組んでいます。

　「かしわ元気塾」：市民の健康を
推 進 す る た め の 健 康 講 座 で 、 月 １
回、市と一緒に開催していますが、
テーマや内容は市民公募による実行
委員の皆さまが検討、運営に携わっ
て頂いています。平成26年度より開
催し、年間の参加者は計3000名を超
える程、盛況です。
　「県立東葛飾高校・医歯薬コース
への協力」：現状の医療者不足に対
し地域医療を担う人材を育成するた
めに平成26年度、新設された医歯薬
コースへの協力をしています。地域
医療では、行政を含めた関係多職種
との連携協働が極めて重要で、その
現状と可能性、やりがいを知って頂
く講義や医療現場見学なども行い、
未来医療人の育成を図っています。
　「中学生への健康教育」：健康で
幸せな人生を送るためには、思春期
から心と体について知っておくこと
が大切です。性教育だけでなく、命
の大切さ、体のつくりやさまざまな
病気の原因、治療や予防、さらに現
在は、がん教育についても、分かり
やすくお話をしています。
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ご あ い さ つ

一般社団法人 柏市医師会からのご案内
所  豊四季台1-1-118　☎7128-5551　 MAP 10・A-3

柏 市 医 師 会 の 取 り 組 み
在宅医療 救急医療・災害時医療 健康教育

　柏市民の皆さま、そして近隣の
皆さま、こんにちは。柏市医師会
の代表として、皆さまにご挨拶申
し上げます。
　柏市は東京都心から30km、人口
42万人余りの中核都市です。多様
性を互いに認め尊重し支え合い、
誰もが安心して生まれ育ち住み続

けることができる街をめざしています。
　令和元年５月１日現在、柏市医師会の会員数は333名、施
設数は208、その中には、がん診療連携拠点病院である国立

がん研究センター東病院や、救命救急センターでもある東
京慈恵会医科大学附属柏病院も含まれ、その他、中核病院
や診療所も各科バランスよく必要最低限にそろっており、
まるで小さな国のような地域です。
　当会員は必ず、柏市長より市医の任命を受けていますの
で、市民の皆さまが安心して暮らし続けるために、より良
い医療・福祉環境を整備し、ご提供できるよう、日々努力
しているところです。
　さらに改善を図り続けていきたいと思いますので、皆様
のご意見ご要望をぜひ、お聴かせください。

会 長　長瀬 慈村

　救急事業については、市と定期的
に協議を行うとともに実績の評価を
行っています。
　平成25年より夜間・休日に、救急
病院に小児科医を配置して、市役所
から小児待機病院を広報する事業を
開始しました。これによって市内の
病院に小児科医が待機する日数が、
これまでの3割程度から夜間は6割
に、休日は8割以上に増加しました。
　一方、命に直結する疾患のネット
ワーク事業において、消化管出血に
対して内視鏡治療を行う東葛北部5市
GIBネットワークに参加、年間を通し
て消化管出血の治療が必ず行える体
制が敷かれています。
　また、心筋梗塞等の急性心疾患に
対しては、柏ハートネットでITを活
用した救急搬送システムにて、迅速
な治療を行っています。
　災害時医療については、市と消防
と協議を重ね、災害医療対応マニュ
アルを作成し、共有しています。
　また、平成26年より市内の災害拠
点病院及び災害医療協力病院におい
て災害訓練を行い、災害時に備えて
市や関係機関との協力体制を構築し
ています。

　柏市医師会は地域包括ケアシステ
ムのモデル地区として、2011年より
行政と共に在宅医療を推進していま
す。超高齢社会となり、これからは
“治し、救う”だけでなく生命を“支
え、そして看取る”ための医療が必要
とされています。
　団塊の世代が75歳以上になる2025
年には病院に入院できない患者さん
が増加します。そのときに、患者さ
んが長年住み慣れた我が家で最期の
ときが迎えられるよう、在宅療養に
関わる多くの職種が連携しなくては
なりません。
　在宅医療の担い手となる医師を増
やすための在宅医療研修会、また、
在宅療養に関わる医療・介護職が一
堂に会する“顔の見える関係会議”を9
年間で26回開催し参加者数は5000人
を超えました。2014年には、市民の
療養生活を支援するための地域医療
連携センターが整備されました。
　こうした取り組みの結果、在宅支
援診療所は11から28施設に増加、ま
た、在宅でのお看取り件数も100件以
上増加しています。そして、市内の
病院との連携を強化すべく現在も取
り組んでいます。

　「かしわ元気塾」：市民の健康を
推 進 す る た め の 健 康 講 座 で 、 月 １
回、市と一緒に開催していますが、
テーマや内容は市民公募による実行
委員の皆さまが検討、運営に携わっ
て頂いています。平成26年度より開
催し、年間の参加者は計3000名を超
える程、盛況です。
　「県立東葛飾高校・医歯薬コース
への協力」：現状の医療者不足に対
し地域医療を担う人材を育成するた
めに平成26年度、新設された医歯薬
コースへの協力をしています。地域
医療では、行政を含めた関係多職種
との連携協働が極めて重要で、その
現状と可能性、やりがいを知って頂
く講義や医療現場見学なども行い、
未来医療人の育成を図っています。
　「中学生への健康教育」：健康で
幸せな人生を送るためには、思春期
から心と体について知っておくこと
が大切です。性教育だけでなく、命
の大切さ、体のつくりやさまざまな
病気の原因、治療や予防、さらに現
在は、がん教育についても、分かり
やすくお話をしています。
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医療法人社団 藤木医院
内科・循環器内科・消化器内科・糖尿病内科・呼吸器内科

ー診療時間ー
AM 9：00～12：30　PM 14：30～18：00
休診日：日曜・祝日・木曜午後・土曜午後

柏 市 明 原 1 ー 5 ー 14 P 有（6 台）
成人病・生活習慣病の健康相談・各種健康診断・禁煙治療

TEL.04ー7144ー3434
URL http://www.fuj ik i - i in .com

【原稿確認のお願い】　　　下記にご記入のうえ、ご返送お願い致します

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

① 修 正 な し （ 校 了 ）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：商品名：

② 修 正 あ り

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。

□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

柏市くらしの便利帳 047－343－5481

案件名 ：

校正出し日 ： 割付番号 ：
商品コード ： コード番号 ：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所 属 長 確 認 欄 　   営 業 確 認 欄

印 印
顧客名称 ：

187
048

藤木医院 御中 4校原稿
柏市くらしの便利帳

2019年7月29日
8FL546H0A

急患24時間受付

流山おおたかの森駅
豊四季駅より送迎バス有

おおたかの森病院 7141-1117
TEL.（04）医療法人社団誠高会

内科／循環器内科／消化器・肝臓内科／呼吸器内科
神経内科／外科／整形外科／心臓血管外科／脳神経外科
消化器外科／呼吸器外科／肛門外科／泌尿器科
アレルギー科／リウマチ科／小児科／眼科／皮膚科
リハビリテーション科
●病床数：199床　●駐車場（170台）

平日　AM9：00～12：00
　　　PM2：00～　5：00
土曜　AM9：00～12：00

【診療科目】

【診療時間】

千葉県柏市豊四季113〈休診日〉日曜・祝日 おおたかの森病院 検索

←至秋葉原

つくばエクスプレス

至つくば→

流山おおたかの森

豊
四
季

おおたかの森
フォレストクリニック

おおたかの森S・C

マクドナルド

おおたかの森
クリニック

焼
肉

当院
諏訪神社

東
武
野
田
線

【原稿確認のお願い】　　　下記にご記入のうえ、ご返送お願い致します

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

柏市くらしの便利帳 047－343－5481

案件名 ：

校正出し日 ： 割付番号 ：
商品コード ： コード番号 ：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所 属 長 確 認 欄 　   営 業 確 認 欄

印 印
顧客名称 ：

185
046

おおたかの森病院 御中 5校原稿
柏市くらしの便利帳

2019年7月19日
8FL546H0A

案件名 ：

校正出し日 ： 割付番号 ：
商品コード ： コード番号 ：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所 属 長 確 認 欄 　   営 業 確 認 欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2019年8月1日

柏市くらしの便利帳
8FL546H0A

183
012

花野井クリニック 御中

医療 エリアマップ7図 B‐2

医療法人社団 茂香会

花野井クリニック
診療時間 月 火 水 木 金 土 日 祝

9:00～12:00 ● ● ● ● ● ● － －

14:00～18:00 ● ● － ● ● － － －

【診療科目】
循環器科 消化器科 内科 小児科
リハビリテーション科

受付は午前８：１５から終了時間の
１５分前まで

■柏市大室1218-6（東急柏ビレジ入口横徒歩１分）
■TEL:04-7137-3777 ■FAX:04-7137-3771
■URL:http://www.hananoi-clinic.com/ あり

047－343－5481
柏市くらしの便利帳

■画像著作権：確認済

案件名 ：

校正出し日 ： 割付番号 ：
商品コード ： コード番号 ：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所 属 長 確 認 欄 　   営 業 確 認 欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2019年8月1日

柏市くらしの便利帳
8FL546H0A

184
017

原整形外科眼科 御中

医療 エリアマップ2図 D‐3

医療法人社団 慶友会

原整形外科眼科
診療時間 月 火 水 木 金 土 日 祝

9:00～12:30 ● ● ● ● ● ● － －

15:00～18:00 ● ● ● － ● － － －

※休診日：木曜PM・土曜PM・日祝日

【診療科目】
整形外科
リウマチ科
リハビリテーション科

■柏市千代田1-2-43
■TEL:04-7167-3611
■URL:http://kashiwa-haraseikei.com/ あり

047－343－5481
柏市くらしの便利帳

■画像著作権：確認済

逆井駅徒歩２分 　　１０台有P

http://www.nishide-clinic.com/ http://www.nishide-ganka.com/

にしで内科クリニック にしで眼科クリニック

9：00～12：00
14：00～18：00

土 日金木水火月
○ ○ ○ ー ○ ー○
○ ○ ○ ー ○ ーー

診療時間
診療科目：内科・外科・小児科

9：00～12：00
14：00～17：00

土 日金木水火月
○ ○ ○ ー ○ ー○
○ ○ ○ ー ○ ーー

診療時間
診療科目：眼科

受付時間は、午前・午後ともに診療時間の15分前となります 受付時間は、午前・午後ともに診療時間の30分前となります

【原稿確認のお願い】　　　下記にご記入のうえ、ご返送お願い致します

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

柏市くらしの便利帳 047－343－5481

案件名 ：

校正出し日 ： 割付番号 ：
商品コード ： コード番号 ：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所 属 長 確 認 欄 　   営 業 確 認 欄

印 印
顧客名称 ：

189
059

にしで内科・眼科クリニック 御中 2校原稿
柏市くらしの便利帳

2019年7月24日
8FL546H0A
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案件名 ：

校正出し日 ： 割付番号 ：
商品コード ： コード番号 ：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所 属 長 確 認 欄 　   営 業 確 認 欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2019年8月1日

柏市くらしの便利帳
8FL546H0A

191
085

医療法人社団 窪谷産婦人科 御中

医療 エリアマップ2図 C‐4

医療法人社団 満葉会

窪谷産婦人科
受付時間 月 火 水 木 金 土 日 祝

8:30～11:30 ● ● ● ● ● ● － －

13:30～15:30 ● － ● － ● － － －

※木曜のみ10:30まで

【診療科目】
産婦人科
麻酔科
（麻酔科医師:浅野 哲）

■柏市中央2-2-12
■TEL:04-7164-2230
■URL:http://www.kubonoya.or.jp/ ■2020年2月 新病棟オープン予定 あり

047－343－5481
柏市くらしの便利帳

■画像著作権：確認済
■ロゴの著作権：確認済

案件名 ：

校正出し日 ： 割付番号 ：
商品コード ： コード番号 ：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所 属 長 確 認 欄 　   営 業 確 認 欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2019年8月1日

柏市くらしの便利帳
8FL546H0A

192
053

かしわ在宅診療所 御中

医療 エリアマップ1図 B‐5

医療法人社団 千葉白報会

かしわ在宅診療所
受付時間 月 火 水 木 金 土 日 祝

9:00～17:00 ● ● ● ● ● － － －

【診療科目】内科、眼科、皮膚科、精神科

在宅診療は、医師が定期的に自宅に訪問診
療する医療です。訪問診療は通院が困難
で、ご自宅で療養を希望される方に対して
診察を行います。

■柏市旭町1-1-5 浜島ビル８F A号室
■TEL:04-7186-7855 ■URL:http://www.hakuhoukai.com
在宅医療に関ることはお気軽にご相談ください。

047－343－5481
柏市くらしの便利帳

■画像著作権：確認済

医療

　「かかりつけ医」とは、総合病院や特定疾患
に対する専門医のことではなく、日常から患者
に寄り添って診療を行う医師のこと。自分だけ
ではなく、家族全員の生活環境や健康状態を把
握し、なんでも相談できる身近で心強い存在で
す。近頃では、病気を発症させない予防医学と
いう視点からも注目されています。かかりつけ
医は日頃から健康管理のアドバイスを行い、生
活習慣からくる病気などに対しては、ライフス
タイルの改善まで指導してくれます。また、万
が一、大きな病気が見つかったときは、専門
医・医療機関を紹介してくれるほか、在宅で闘
病している患者には、訪問治療などの細やかな
対応をしてくれる医師もいます。
　健康問題は、体への負担はもちろん、不安か
らくる心理的な負担も大きいもの。日々健康で
いるためにも、病気になってからはじめて医者
を探すのではなく、前もって信頼のできる「か
かりつけ医」を見つけておくことが大切です。

参考／公益社団法人　東京都医師会ホームページ

「かかりつけ医」を探そうにも、なかなか情報が得られず困ったという意見も少
なくありません。自治体や医療センターによっては、「かかりつけ医」をもたない
方のため、紹介制度を行っているところもあります。迷ったら地域の医療センタ
ーへ連絡してみましょう。

頼りになる「かかりつけ医」

こちら
も

チェッ
ク！

地元の身近なお医者さま

かかりつけ医の紹介制度も活用しよう

かかりつけ医を選ぶ３つのポイント

Point1

　身近で気軽な相
談がいつ

でもできるために
は、まず

自宅から「近い」
ことが重

要です。病気かな
と思った

ときに、どんな病
気でも真

っ先に相談できる
医師がい

れば、状況に適し
た医療が

スムーズに受けら
れます。

身近にいて、

どんな病気も診て
くれる Point 2

　病気はいつ、どこで発症
するかわかりません。地域
医療機関との連携ができる
医師であれば、いつでも、
どこでも、誰でも適切な医
療を受けることが可能にな
ります。

いつでも適した
医療が受けられる

Point 3

　必要なときには
高度な診

療機能をもつ専門
病院と連

携できることも大
切です。

病状に応じたふさ
わしい専

門医・医療機関を
紹介して

くれる医師・医院
を選びま

しょう。

ふさわしい医師・

機関を紹介してく
れる

185×134-かかりつけ医_Citymap-kai_NSM_F1.indd   1 2019/04/12   9:29
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医療
メタボの予防と解消に

特定健康診査を受けよう！
　40歳から74歳までのすべての医療保険に加入
している人に対し、特定健康診査（特定健診）・
特定保健指導が行われています。これは、メタ
ボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）の該当
者および予備軍を抽出し、生活習慣病の改善・
解消のために保健指導を行うものです。生活習
慣病は、その名の通り、食生活や運動不足とい
った不健康な生活習慣などが要因となっておこ
ります。特定健診を受けて自身の健康状態を知
り、規則正しい生活習慣を身につけましょう。

診察と問診 質問票で服薬や喫煙歴、生活習慣病の調査や、身体診察で自覚症状
および他覚症状の有無の検査

測定 身長・体重・肥満度（BMI）・腹囲・血圧

血液検査

肝機能：肝細胞の酵素を測定（AST（GOT）、ALT（GPT）、γ-GT
（γ-GTP））

血糖：糖尿病等の検査（空腹時血糖、HbA1c）

脂質：動脈硬化等の検査（中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコ
レステロール）

尿検査 糖と蛋白の有無

内臓脂肪の蓄積 ウエスト周囲径　男性85cm以上、女性90cm以上

高血圧
収縮期（最大）血圧　130mmHg以上
拡張期（最小）血圧　85mmHg以上
のいずれかまたは両方

高血糖 空腹時高血糖　110mg/dL以上

脂質異常
高トリグリセリド血症　150mg/dL以上
低HDLコレステロール血症　40mg/dL未満
のいずれかまたは両方参考／厚生労働省「e-ヘルスネット情報提供」より

　メタボリックシンドロームとは、おなかに脂
肪がたまる内臓脂肪型肥満の人が、高血圧・高
血糖・脂質代謝異常のうち2つ以上に当てはま
る状態のことをいいます。

メタボリックシンドロームってなに？

特定健康診査項目

メタボリックシンドロームの判定値

185×134-特定健康診査_Citymap-kai_NSM_F1.indd   1 2019/04/12   9:36

医療
家族の医療費も控除対象に！

医療費控除制度を活用しよう
　医療費控除とは、医療費が多くかか
った年に、かかった医療費の一部が所
得から控除され、税金が還付されるこ
と。原則として1月1日～12月31日の�
1年間に支払った医療費の合計が、「10
万円」を超えた場合または所得金額の
5％のどちらか少ない額が適用の対象
となります。ちなみにこの10万円とい
う金額は、生計を一緒にする家族全員
の医療費を合わせたもの。たとえば、
父親が申告する場合、父親自身の医療
費はもちろん、妻、子ども、両親等の
医療費も合わせた金額が控除対象とな
ります。ただし、かかった医療費が保
険金などで補填された場合は、その分
を差し引いて計算するのでご注意を。
申告する場合は、医療費の支出を証明
する書類（領収書など）を添付し、確
定申告書を所轄税務署へ提出します。

○ 医療費控除されるもの
・病院、歯科の治療費、薬代
・薬局で購入した市販の風邪薬代
・�介護老人保健施設等で受けた�
サービス費用
・入院時の部屋代、食事代
・出産の入院費
・病院までの交通費
・�在宅で介護保険をつかったときの�
介護費用

× 医療費が控除されないもの
・入院中の散髪代
・自分の都合で利用する差額ベッド代
・付添人の食事代
・入院用寝間着・洗面具の購入費用
・妊娠検査薬の購入費用
・里帰り出産のために帰省する交通費
・�ダイエットのための低カロリー食品�
購入費

参考／国税庁ホームページ（https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm）

※上記は一例になります。詳しくは各医療機関でお問い合わせください。

支払った医療費 － 保険金などで補填される金額
　－10万円または所得金額の5％（どちらか少ない額） ＝ 医療費控除額
※上記金額が200万円を超える場合には、200万円が医療費控除対象額となります。

医療費控除対象額の計算方式

医療費控除○×まるわかり
これは控除

される？されない？

185×134-医療費控除_Citymap-kai_NSM_F1.indd   1 2019/04/12   9:31



MAP 10・D-2

MAP 10・A-3

　年2回専門医による無料の
がん検診を行っています。

●30・40・50・60歳の方へ歯周病検診

●保健事業利用券をお持ちの方へ
　お口のクリーニング

●後期高齢者歯科健診

●高齢者の健歯コンクール

●1歳半・３歳児健診などの健診

●２歳６か月～３歳児へ
　フッ化物歯面塗布

●保育園から小中高の学校医

●健歯コンクール

●標語・図画ポスター展

　高齢期になると心身の機能や活力
が低下する「フレイル」と呼ばれる
虚弱状態が現れます。このフレイル
を予防するために、柏市から委託を
受け、歯科医師会の歯科衛生士が予
防教室を行っています。

柏歯科医師会では各種事業を通して
柏市民の健康寿命延伸のために活動をしています

●休日に歯が痛くなったら
　 休日急患歯科診療所へ

●通院が困難になったら
　 柏歯科医師会附属 歯科介護支援センターへ

こんなときはお問い合わせを！

一般社団法人 柏歯科医師会からのご案内
所  豊四季台1-1-118　☎7147-6500　  https://kashiwa.cda.or.jp/HP

所

➡ ➡

 柏下65-1  ウェルネス柏1階
 ☎7164-8114　

所  豊四季台1-1-118  柏歯科医師会事務所内　☎7147-6480
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小児、学校では･･･ 成人では･･･ フレイル予防

無料矯正相談 健康かむかむフェスタ 口腔がん検診

　「あいうべ体操」でおなじみの
今井一彰先生の講演にたくさん
の市民の方が参加されました。

市民公開講座

検 診 ・ 予 防 事 業 の ご 紹 介

訪問歯科診療の相談窓口となり、その後、会員が診療に伺います。

ご あ い さ つ
　21世紀になって20年を迎えようとしている現在も歯科疾患は未だに高い有病率が続
いています。
　私たち柏歯科医師会は市民の健康増進と健康寿命の延伸となるための以下の活動を
行っています。
　市内の約167の歯科医院により構成されています。お気軽にご相談下さい。

会 長　鏑木 重男
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　年2回専門医による無料の
がん検診を行っています。

●30・40・50・60歳の方へ歯周病検診

●保健事業利用券をお持ちの方へ
　お口のクリーニング

●後期高齢者歯科健診
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●1歳半・３歳児健診などの健診
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●保育園から小中高の学校医

●健歯コンクール

●標語・図画ポスター展

　高齢期になると心身の機能や活力
が低下する「フレイル」と呼ばれる
虚弱状態が現れます。このフレイル
を予防するために、柏市から委託を
受け、歯科医師会の歯科衛生士が予
防教室を行っています。

柏歯科医師会では各種事業を通して
柏市民の健康寿命延伸のために活動をしています

●休日に歯が痛くなったら
　 休日急患歯科診療所へ

●通院が困難になったら
　 柏歯科医師会附属 歯科介護支援センターへ

こんなときはお問い合わせを！
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田中歯科医院 御中

歯科 エリアマップ2図 D‐5

心から満足して頂けるよう、努めております

診療時間 月 火 水 木 金 土 日 祝

9:00～12:30 ● ● ● ● ● ● － －

14:30～20:00 ● ● ● ● ● ▲ － －

※土曜日は17:00まで

【診療科目】
歯科・小児歯科
歯科口腔外科・矯正歯科

インプラント（保険適用外）
1本20万円～27万円（その他かぶせ物の費用がかかります）

■柏市千代田3-15-1 ■ 0120-64-3006
■URL:http://www.tanaka.or.jp ホームページをご覧ください。
■各種保健取扱い・初診随時受付■JR柏駅より徒歩15分、タクシー5分 あり

047－343－5481
柏市くらしの便利帳
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兼坂歯科医院 御中

歯科 エリアマップ10図 D‐5

定期健診で大切な歯を守りましょう

兼坂歯科医院
診療時間 月 火 水 木 金 土 日 祝
9:00～12:00 ● ● ● － ● ● － －
15:00～19:30 ● ● ● － ● － － －
15:00～18:00 － － － － － ● － －

※休診日：木曜・日曜・祝日

【診療科目】
歯科・小児歯科

■柏市東柏1-12-1
■TEL:04-7166-6444
■詳しくは『兼坂歯科医院 柏』で検索 あり

047－343－5481
柏市くらしの便利帳

■画像著作権：確認済

医療

　歯科医院での歯科健診の内容とすぐに受診したほうがよ
い歯の症状、受診のときに気をつけたい点をご紹介します。
受診時にはむし歯や歯周病以外にも、顎の痛み、噛むこと、
飲み込むことの指導や治療、要介護者の口内ケアなど気
軽に相談しましょう。口内や舌、唇、口角などの粘膜にで
きる炎症（口内炎）は、口腔がんなど病気の可能性もあり
ます。定期的にチェックしてもらいましょう。

参考／公益社団法人　日本歯科医師会ホームページ「テーマパーク8020」

受診前
◦歯磨きは忘れずにすること
◦口紅やリップクリームは事前に落としておく
◦�薬を飲んでいる場合は、その薬または薬の説明書を忘
れずに持っていく
受診中
◦�はじめに、今痛むところや気になるところを話す
◦�治療方針に関わるので、アレルギーや肝炎などの感染
症があるか、血液の流れをよくする薬を飲んでいるか、
女性なら妊娠しているかなど、事前に自分の体の状態
を伝えておく

①むし歯・歯ぐきのチェック
②個人に合った歯磨き指導
③歯垢の染め出し・除去

④歯石の除去
⑤歯科相談
⑥口内の粘膜の病気チェック

〈歯・歯ぐき〉
歯がズキズキ痛む、歯がしみる
歯がかけた、折れた、抜けた
歯が動く、ぐらぐらする
噛むと痛い、歯が浮く
つめ物・かぶせた物が取れた、飲み込んだ
歯ぐきが腫れた、血が出る、膿が出る
入れ歯が当たって痛い、入れ歯が壊れた

〈その他〉
口内炎ができた
口臭が気になる
口が開きにくい、顎を動かすと音がする

歯科健診を受けて健康な歯をキープ！

歯医者さんに診てもらおう

こちら
も

チェッ
ク！

知ってると便利！  受診時のエチケット

歯科健診に行ったらココを診てもらおう

症状が出たらすぐに受診！　お口の健康チェック表
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ご あ い さ つ

一般社団法人 柏市薬剤師会からのご案内
所  豊四季1-1-118　柏地域医療センター２Ｆ ☎7142-7376MAP 10・A-3

　私ども柏市薬剤師会は、「かかりつけ薬局」の普及及び定着の促進、並びに会員のスキルアッ

プを目的とした学術研修会の開催等を行っております。

　「かかりつけ薬局」とは、お薬の効能・効果・副作用等の確認のため、患者様の服用してきた

薬や健康状態、さらには体質やアレルギー の把握に努め、安全性を考慮してお薬の重複や飲み

合わせ等をチェックし、お薬と健康について患者様に総合的なアドバイスをする薬局のことで、

患者様ご自身に決めていただく薬局のことです。当会は市民 の皆様に、このように信頼のおけ

る「かかりつけ薬局」を身近に持たれるようお勧めいたします。

　私ども柏市薬剤師会は、今後とも市民の皆様に貢献できる薬剤師の育成に努め、地域医療･保

健･福祉及び公衆衛生の向上に寄与できるよう活動を展開していきたいと考えておりますので、

何卒よろしくお願い申し上げます。

　会 長　中村 佳弘
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そしゃく

医療

　いつでもおいしく食べ続けるためには、お口
の健康が大切。そのためには、虫歯や歯周病に
ならないための予防が必要です。むし歯と歯周
病の主な原因は歯垢（プラーク）で、これは歯
の周りにつくネバネバの細菌のかたまりです。
毎日の歯磨きで歯垢を取ることがむし歯予防の
第一歩になります。
　しかし、どんなにきちんと磨いているつもりで
も、歯垢を完全に取り去ることは難しいもので
す。そのためかかりつけの歯医者さんで定期的
な歯科健診を受け、むし歯と歯ぐきのチェック
をしてもらうことも大切です。その際、歯垢の染
め出しをして、どこに歯垢がつきやすいか確認し
ましょう。また、自分にあった歯の磨き方や、歯
ブラシやデンタルフロス、歯間ブラシなどの正
しい使い方を教えてもらうこともおすすめです。
　毎日の歯磨きによるセルフケアと歯医者さん
によるプロのケアで、末永く大切な歯を守りま
しょう。

参考／公益社団法人　日本歯科医師会ホームページ「テーマパーク8020」

歯磨きと定期健診で大切な歯を守る

むし歯や歯周病になる前の予防対策

むし歯予防

奥歯の食べ物を噛む面の溝に歯
ブラシの毛先をあてて、小刻みに
振動させて磨く。

歯の表側に歯ブラシの毛先を直
角にあてて、左右に往復運動させ
る。裏側も同様に行う。

デンタルフロスを歯と歯の間に入
れ、前後に動かしながら歯の側面
をこするように移動。

歯周病予防

歯の表側は歯と歯肉の境目に歯ブラ
シの毛先を45度になるようにあて、
弱い力で細かく振動させて磨く。

奥歯の裏側も表側と同じ要領で磨
く。前歯の裏側は、歯ブラシを縦
に使用し、上下に往復運動させる。

歯と歯の間の歯ぐきの境目に、歯
間ブラシを挿入する。前後に小刻
みに動かしながら、歯の間を磨く。

Point
　むし歯になりやすい場所は、奥歯
の噛む面と、歯と歯の間です。歯ブ
ラシと一緒にデンタルフロスを使う
とよいでしょう。

Point
歯周病は歯と歯肉の溝から進みます。
歯ブラシが歯肉に届いているか鏡でチ
ェックしてみましょう。また、歯と歯の
間の掃除は歯間ブラシを使いましょう。

むし歯と歯周病予防のための代表的なブラッシング方法

185×134-虫歯_Citymap-kai_NSM_F1.indd   1 2019/04/12   9:34
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ご あ い さ つ

一般社団法人 柏市薬剤師会からのご案内
所  豊四季1-1-118　柏地域医療センター２Ｆ ☎7142-7376MAP 10・A-3

　私ども柏市薬剤師会は、「かかりつけ薬局」の普及及び定着の促進、並びに会員のスキルアッ

プを目的とした学術研修会の開催等を行っております。

　「かかりつけ薬局」とは、お薬の効能・効果・副作用等の確認のため、患者様の服用してきた

薬や健康状態、さらには体質やアレルギー の把握に努め、安全性を考慮してお薬の重複や飲み

合わせ等をチェックし、お薬と健康について患者様に総合的なアドバイスをする薬局のことで、

患者様ご自身に決めていただく薬局のことです。当会は市民 の皆様に、このように信頼のおけ

る「かかりつけ薬局」を身近に持たれるようお勧めいたします。

　私ども柏市薬剤師会は、今後とも市民の皆様に貢献できる薬剤師の育成に努め、地域医療･保

健･福祉及び公衆衛生の向上に寄与できるよう活動を展開していきたいと考えておりますので、

何卒よろしくお願い申し上げます。

　会 長　中村 佳弘
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医療

　薬を扱うお店には、薬局、ドラッグストアなど
さまざまな名称がありますが、なかでも処方箋
に基づいて調剤できるのは薬局だけで、名称に
は必ず「薬局」の文字が使われています。利用
する薬局は自分で自由に選べますが、「かかりつ
け薬局」を決めておくとよいでしょう。薬局では、
患者さんごとに「薬歴簿」を作成し、これまでの
服用薬をはじめ、アレルギーや副作用の有無な
どさまざまな情報を記録しているので、かかりつ
け薬局を1つに決めておけば、ほかの医療機関で
出された処方薬はもちろん市販薬との飲み合わ
せなどのチェックも簡単にできます。
　かかりつけ薬局を選ぶ目安は、まず自宅や職
場の近くなど普段の生活で利用しやすい場所で
あること。処方箋調剤だけでなく市販薬なども
扱っている薬局がよいでしょう。また、信頼でき
る薬剤師がいるかも大切なポイントです。薬のこ
とだけでなく健康や介護のことも相談できる「か
かりつけ薬剤師」として活用しましょう。 参考／公益社団法人　日本薬剤師会ホームページ（http://www.nichiyaku.or.jp/kakaritsuke/）

薬局と上手につきあう！

かかりつけ薬局を持とう
かかりつけ薬局を持つ３つのメリット

　「お薬手帳」は「かかりつけ薬局」の薬
剤師に相談すれば、基本的に無料でもらえ
ます。近年はスマートフォンを使った電子
版「お薬手帳」も、アプリをダウンロード
することで紙のものと同様に利用できます。

こちら
も

チェッ
ク！ 病院と薬局の架け橋「お薬手帳」を持とう

専門家が身近にいるから安全・安心に薬を使用できる
�使用する薬を1つの薬局で管理することで、薬の重複や飲み合わせを確
認できます。複数医療機関での受診や市販薬との併用も安心です。
休日・夜間でも相談可。在宅医療もサポート
�休日や夜間など開局時間外でも、薬に関する相談に応じてくれます。在
宅療養中の方の家に伺い、薬の説明や残薬の確認も行います。
医療チームのサポートを受けられる
�必要に応じて医師への問い合わせや提案を行います。薬を渡した後も患
者さんを見守り、処方医や医療機関と連携してサポートします。

1

2

3

　他の病院・診療所・歯科医院にかかった
ときに「お薬手帳」を医師、歯科医師に見
せることで薬の重複などを避けることがで
きます。

どこでもらえるの？ メリットは？
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