
2020년9월 작성

2019년11월25일 현재

일반 소아과 교정

医療機関名 一般 小児科 矯正 住所 電話番号 対応可外国語

히가시후카이 덴탈 클리닉 히가시 후카이270-34 영어

東深井デンタルクリニック 東深井270-34 英語

시바타 치과의원 히가시 후카이394-5 영어

しばた歯科医院 東深井394-5 英語

마블 패밀리 치과  클리닉 히가시 후카이871-185 영어

マーブルファミリー歯科クリニック 東深井871-185 英語

소요카제 치과의원 아오타94-1 영어・중국어

そよかぜ歯科医院 青田94-1 英語・中国語

다카하시 치과의원 에도가와다이2-268 영어

高橋歯科医院 江戸川台東2-268 英語

데라누마 치과진료소 에도가와다이 니시2-141 세이코 빌딩2층 영어

寺沼歯科診療所 江戸川台西2-141晴光ビル2階 英語

패밀리 치과의원 니시 하쓰이시3-1446-26 영어

ファミリー歯科医院 西初石3-1446-26 英語

하쓰이시 오킷즈 치과 니시 하쓰이시3-1456-7 영어

初石オーキッズ歯科 西初石3-1456-7 英語

가에데 치과 클리닉 니시 하쓰이시3-1458-24 영어

かえで歯科クリニック 西初石3-1458-24 英語

요시다 치과 고마기480-3 영어

吉田歯科 駒木480-3 英語

오타카노모리 치과 클리닉 오타카노모리 히가시1-2-1 라이프가든4층 영어

おおたかの森歯科クリニック おおたかの森東1-2-1　ライフガーデン4階 英語

오타카노모리 패밀리 치과의원 오타카노모리 히가시1-4-9 페리체 오타카노모리1층 영어

おおたかの森ファミリー歯科医院 おおたかの森東1-4-9　フェリーチェおおたかの森1階 英語

나가레야마 오타카노모리 교정치과 오타카노모리 니시1-14-4 오타카노모리 T&T빌딩5층 영어

流山おおたかの森矯正歯科 おおたかの森西1-14-4 おおたかの森T＆Tビル5階 英語

고치 치과 오타카노모리 클리닉 오타카노모리 니시4-18-23 영어

東風歯科おおたかの森クリニック おおたかの森西4-18-23 英語

니시히라이 덴탈 클리닉 니시히라이3-9-5 영어

西平井デンタルクリニック 西平井3-9-5 英語

히레가사키 치과 히레가사키1297-6 코포 베람1층 영어

鰭ヶ崎歯科 鰭ヶ崎1297-6　コーポベラーム1階 英語

다카타 치과의원 미나미 나가레야마1-5-8 영어

高田歯科医院 南流山1-5-8 英語

오츠카 치과 클리닉 미나미 나가레야마 크레르 이치반관102 영어・태국어

おおつか歯科クリニック 南流山1-10-2 クレール壱番館102 英語・タイ語

미나미 나가레야마 교정치과 미나미 나가레야마2-7-3-101 영어

みなみながれやま矯正歯科 南流山2-7-3-101 英語

테크 나카무라 치과 미나미 나가레야마3-10-14 영어

テックナカムラ歯科 南流山3-10-14 英語

가키자와 치과 클리닉 노노시타6-1037-10 영어

かきざわ歯科クリニック 野々下6-1037-10 英語

혼죠 치과의원 마쓰가오카2-320-26 영어

ほんじょう歯科医院 松ヶ丘2-320-26 英語

외국어가 가능한 의료기관　外国語の通じる医療機関

A. 치과의 歯科医

No 의료기관명 URL

진료과 診療科

2 NA ○ ○ ○ 0471561184

주소
(나가레야마시 의료기관)

전화번호
가능한
외국어

1 http://hdc-net.com/index.html○ - - 0471404182

4 http://soyokaze-dc.com/○ ○ - 0471574182

3 http://www.marble-family.com/○ - ○ 0471680330

6 NA ○ ○ ○ 0471548264

5 http://www.t-dentist.com/○ ○ - 0471551145

8 https://www.orchids-dc.com/○ ○ - 0471898018

7 http://www.familyshika-clinic.com/○ ○ ○ 0471542024

10 NA ○ ○ ○ 0471531854

9 http://kaede-dc.o.oo7.jp/○ ○ - 0471561150

12 http://www.otaka-familyshika.com/○ ○ - 0471288884

11 https://www.otakanomoridentalclinic.jp/○ ○ ○ 0471783111

14 https://www.kochi-dental.com/○ ○ ○ 0471112061

13 https://otakanomori-ortho.com/- - ○ 0471974555

16 http://www.hiregasaki-shika.com/○ - ○ 0471596480

15 https://nishihirai-dental.com/○ ○ ○ 0471570178

18 NA ○ ○ - 0471588686

17 https://www.takatadentalclinic.com/○ ○ - 0471590020

20 http://www.tecnakamura.com/○ ○ ○ 0471588611

19 http://www.minamioo.com/- - ○ 0471596833

22 http://www.honjodc.jp/○ ○ - 0471362856

21 https://www.kaki-dc.com/○ ○ - 0471432232

주의:

1. 이 자료는 나가레야마시 치과의사회에 외국어가 가능한

치과의로 등록된 목록이며 2019년11월25일 현재의 정보를

토대로 작성되었습니다.

진료과는 의료기관 홈페이지를 참조하였습니다.

그리고 이 목록의 내용은 예고없이 변경될 가능성이 있습니다.

2. 진료과에 따른 외국어로 상담 가능여부등은 직접 의료기관에

확인하십시오.

注

1. この資料は、流山市歯科医師会から提供された、歯科医師会に登録され、

外国語が通じる歯科医のリストで、2019年11月25日時点の情報を基に作成

されました。 診療科は、ホームページを参照しました。

内容は予告なく変更される可能性があります。

2. 診療科による外国語相談可否等は、直接医療機関へ確認してください。

流山市歯科医師会ホームページ： https://nagareyama.cda.or.jp/list.html

Created by NIFA

나가레야마시 치과 의사회 홈페이지: 
https://nagareyama.cda.or.jp/list.html
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2020년9월 작성

2020년6월24일 현재

내과 소아과 이비인후과 기타

医療機関名 内科 小児科 耳鼻咽喉科 その他 住所 電話番号 対応可外国語 予防接種済証の英訳

오노 클리닉 뇌신경외과   기타 나카노쿠키530-1 영어(원장) 가능

小野クリニック 脳神経外科　その他 中野久木530-1 英語 (院長) 可

아즈마 의원 소화기과   기타 에도가와다이3-102-2 영어,중국어,대만어 가능

東医院 消化器科　その他 江戸川台東3-102-2 英語、中国語、台湾語 可

오타카노모리 포레스트 클리닉 오타카노모리 미나미1-25-2  K-1 영어 가능

おおたかの森フォレストクリニック おおたかの森南1-25-2 K-1 英語 可

오타카노모리 이비인후과 모닝 클리닉 알레르기과 오타카노모리 히가시1-2-1 라이프가든4층 영어 불가능

おおたかの森耳鼻科モーニングクリニック アレルギー科 おおたかの森東1-2-1 ライフガーデン4階 英語 不可

니시오 소아과 클리닉 오타카노모리 니시1-3-1 오타카노모리 프라자 빌딩303 영어 불가능

にしお小児科クリニック おおたかの森西1-3-1 おおたかプラザビル303 英語 不可

라이프 가든 중앙 클리닉 심료내과   기타 오타카노모리 히가시1-2-1 라이프가든403B 영어 가능

ライフガーデン中央クリニック 心療内科　その他 おおたかの森東1-2-1　ライフガーデン流山おおたかの森403B 英語 可

오타카노모리 여성/우먼즈 케어 클리닉 산부인과 오타카노모리 미나미2-15-1 영어 불가능

おおたかの森ウィメンズケアクリニック 産婦人科 おおたかの森南2-15-1 英語 不可

후지사와 내과 클리닉 위장과   기타 가4-18-2 영어 가능

藤澤内科クリニック 胃腸科　その他 加4-18-2 英語 可

도카쓰 병원 (종합병원) 나카102-1 영어 검토중

東葛病院 (総合病院) 中102-1 英語 検討中

미나미 나가레야마  정형 외과 성형외과 미나미 나가레야마2-18-4 영어(원장) 불가능

南流山整形外科 整形外科 南流山2-18-4 英語 (院長) 不可

가키타 안과 안과 미나미 나가레야마4-1-15 영어 불가능

柿田眼科 眼科 南流山4-1-15 英語 不可

이케다 내과 소아과 클리닉 소화기과 미나미 나가레야마2-8-10 음성 번역기로 대응 불가능

いけだ内科小児科クリニック 消化器科 南流山2-8-10 翻訳機による対応 不可

오타니 이비인후과 의원 미나미 나가레야마4-1-15-4F 음성 번역기로 대응 불가능

大谷耳鼻咽喉科医院 南流山4-1-15-4F 翻訳機による対応 不可

아카누마 외과 내과 의원 외과 노노시타5-972-2 영어 불가능

赤沼外科内科医院 外科 野々下5-972-2 英語 不可

나가레야마 동부 진료소 피부과   안과  부인과 나즈카리909-1 영어 가능

流山東部診療所 皮膚科　眼科　婦人科 名都借909-1 英語 可

외국어가 가능한 의료기관　外国語の通じる医療機関

B. 병원/의원  病院/医院

No.
의료기관명

URL

주요 진료과　主な診療科 주소
(나가레야마시 의료기관)

2 NA ○ ○ - 0471555499

전화번호 가능한 외국어
예방접종필증의

영어 번역

1 https://www.onoclinic-ns.com/english○ - - 0471783006

0471787780

4 https://www.morning-clinic.com/- - ○ 0471785032

3 https://www.otakanomori-fcl.com/○ - - -

0471782401

6 http://www.lifegarden-clinic.jp/○ - - 0471782677

5 http://nishio-ped.jp/- ○ - -

8 NA ○ - - 0471501441

7 http://owcc.jp/index.html- - - 0471788877

10 https://www.minaminagareyamaseikei.com/- - - 0471576680

9 http://www.tokatsu-hp.com/○ ○ ○ 0471591011

12 http://www.myclinic.ne.jp/ikeda_cl/pc/index.html○ ○ - 0471577717

11 http://www.kakitaeyeclinic.com/- - - 0471598888

15 http://park7.wakwak.com/~nts/○ - - 0471477878

0471407533

14 NA ○ ○ - 0471430127

13 NA - - ○ -

주의:

1. 이 자료는 나가레야마시 의사회에 외국어가 가능한 병원과 의원의으로 등록된

목록이며 2020년6월24일 현재의 정보를 토대로 작성되었습니다.

진료과는 의료기관의 홈페이지를 참조하였습니다.

그리고 이 목록의 내용은 예고없이 변경될 가능성이 있습니다.

2. 외국어로 상담 가능여부는 직접 의료기관에 확인하십시오.

나가레야마시 의사회 홈페이지: http://www.nagareyama-med.com/index.html

注

1. この資料は、流山市医師会から提供された、医師会に登録され、外国語が通じる

病院・医院のリストで、2020年6月24日時点の情報 を基に作成されました。 内容

は予告なく変更される可能性があります。主な診療科は、ホームページを参照しました。

2. 診療科による外国語相談可否等は、直接医療機関へ確認してください。

流山市医師会ホームページ： http://www.nagareyama-med.com/index.html
Created by NIFA
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http://www.nagareyama-med.com/index.html
http://www.nagareyama-med.com/index.html
http://nifa-home.sakura.ne.jp/index.html


              　 ねん　がつ　つく

2020年9月に作りました

   　   はいしゃ

A. 歯医者 2019年11月25日の　情報です

いっぱん こども きょうせい

一般 小児科 矯正

ひがし　ふかい　でんたる　くりにっく ひがし　ふかい　270-34 えいご

東深井デンタルクリニック 東深井270-34 英語

しばた　しか　いいん ひがし　ふかい　394-5 えいご

しばた歯科医院 東深井394-5 英語

まーぶる　ふぁみりー　しか　くりにっく ひがし　ふかい　871-185 えいご

マーブルファミリー歯科クリニック 東深井871-185 英語

そよかぜ　しか　いいん あおた　94-1 えいご ちゅうごくご

そよかぜ歯科医院 青田94-1 英語・中国語

たかはし　しか　いいん えどがわだい　ひがし　2-268 えいご

高橋歯科医院 江戸川台東2-268 英語

てらぬま　しか　しんりょうじょ えどがわだい　にし　2-141　せいこう　びる　2かい えいご

寺沼歯科診療所 江戸川台西2-141晴光ビル2階 英語

ふぁみりー　しか　いいん にし　はついし　3-1446-26 えいご

ファミリー歯科医院 西初石3-1446-26 英語

はついし　おーきっず　しか にし　はついし　3-1456-7 えいご

初石オーキッズ歯科 西初石3-1456-7 英語

かえで　しか　くりにっく にし　はついし　3-1458-24 えいご

かえで歯科クリニック 西初石3-1458-24 英語

よしだ　しか こまぎ　480-3 えいご

吉田歯科 駒木480-3 英語

おおたかのもり　しか　くりにっく おおたかのもり　ひがし　1-2-1　らいふがーでん　4かい えいご

おおたかの森歯科クリニック おおたかの森東1-2-1　ライフガーデン4階 英語

おおたかのもり　ふぁみりー　しか　いいん おおたかのもり　ひがし　1-4-9　ふぇりーちぇ　おおたかのもり　1かい えいご

おおたかの森ファミリー歯科医院 おおたかの森東1-4-9　フェリーチェおおたかの森1階 英語

ながれやま　おおたかのもり　きょうせい　しか おおたかのもり　にし　1-14-4　おおたかのもり　T&Tびる　5かい えいご

流山おおたかの森矯正歯科 おおたかの森西1-14-4 おおたかの森T＆Tビル5階 英語

こち　しか　おおたかのもり　くりにっく おおたかのもり　にし　4-18-23 えいご

東風歯科おおたかの森クリニック おおたかの森西4-18-23 英語

にしひらい　でんたる　くりにっく にし　ひらい　3-9-5 えいご

西平井デンタルクリニック 西平井3-9-5 英語

ひれがさき　しか ひれがさき　1297-6　こーぽ　べらーむ　1かい えいご

鰭ヶ崎歯科 鰭ヶ崎1297-6　コーポベラーム1階 英語

たかた　しか　いいん みなみ　ながれやま　1-5-8 えいご

高田歯科医院 南流山1-5-8 英語

おおつか　しか　くりにっく みなみ　ながれやま　1-10-2　くれーる　いちばんかん　102 えいご　たいご

おおつか歯科クリニック 南流山1-10-2 クレール壱番館102 英語・タイ語

みなみながれやま　きょうせい　しか みなみ　ながれやま　2-7-3-101 えいご

みなみながれやま矯正歯科 南流山2-7-3-101 英語

てっく　なかむら　しか みなみ　ながれやま　3-10-14 えいご

テックナカムラ歯科 南流山3-10-14 英語

かきざわ　しか　くりにっく ののした　6-1037-10 えいご

かきざわ歯科クリニック 野々下6-1037-10 英語

ほんじょう　しか　いいん まつがおか　2-320-26 えいご

ほんじょう歯科医院 松ヶ丘2-320-26 英語
22 http://www.honjodc.jp/○ ○ - 0471362856

21 https://www.kaki-dc.com/○ ○ - 0471432232

20 http://www.tecnakamura.com/○ ○ ○ 0471588611

19 http://www.minamioo.com/- - ○ 0471596833

18 NA ○ ○ - 0471588686

17 https://www.takatadentalclinic.com/○ ○ - 0471590020

16 http://www.hiregasaki-shika.com/○ - ○ 0471596480

15 https://nishihirai-dental.com/○ ○ ○ 0471570178

14 https://www.kochi-dental.com/○ ○ ○ 0471112061

13 https://otakanomori-ortho.com/- - ○ 0471974555

12 http://www.otaka-familyshika.com/○ ○ - 0471288884

11 https://www.otakanomoridentalclinic.jp/○ ○ ○ 0471783111

10 NA ○ ○ ○ 0471531854

9 http://kaede-dc.o.oo7.jp/○ ○ - 0471561150

8 https://www.orchids-dc.com/○ ○ - 0471898018

7 http://www.familyshika-clinic.com/○ ○ ○ 0471542024

6 NA ○ ○ ○ 0471548264

5 http://www.t-dentist.com/○ ○ - 0471551145

4 http://soyokaze-dc.com/○ ○ - 0471574182

3 http://www.marble-family.com/○ - ○ 0471680330

2 NA ○ ○ ○ 0471561184

1 http://hdc-net.com/index.html○ - - 0471404182

　   　ねん　がつ　にち　  じょうほう

  がいこくご            はな　は いしゃ　や　びょういん・いいん

外国語を　話す　医療機関

はなす  がいこくご
主な診療科

歯医者の名前 住所 電話番号 話す  外国語

No

はいしゃの　なまえ

URL

おもな　 しんりょうか
じゅうしょ でんわ ばんごう 【やさしい日本語】

ちゅうい

しりょう ながれやまし しかいしかい ていきょう

1. この資料は、流山市歯科医師会から 提供された

ながれやまし しか いしかい とうろく がいこくご はな はいしゃ

流山歯市科医師会に 登録されていて 外国語を 話す 歯医者の

リスト ねん がつ にち じてん じょうほう もと つく

リストです。 2019年11月25日 時点の 情報を 基に 作りました。

ないよう し か

内容は お知らせ することなく 変わるかも しれません。

しんりょうか がいこくご そうだん ちが

2. 診療科※によって 外国語で 相談できるか どうかは 違います。

ちょくせつ はいしゃ かくにん

直接 歯医者へ 確認してください。

しんりょう いしゃ しんさつ びょうき なお

※ 診療とは、医者の診察を うけて 病気や けがを 治すことです。

ながれやまし しか いしかい ほーむぺーじ

流山市 歯科医師会 ホームページ： https://nagareyama.cda.or.jp/list.html

Created by NIFA

注

1. この資料は、流山市歯科医師会から提供された、歯科医師会に登録され、

外国語が通じる歯科医のリストで、2019年11月25日時点の情報を基に作成

されました。 診療科は、ホームページを参照しました。

内容は予告なく変更される可能性があります。

2. 診療科による外国語相談可否等は、直接医療機関へ確認してください。

流山市歯科医師会ホームページ： https://nagareyama.cda.or.jp/list.html
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       ねん  がつ　つく

2020年9月に作りました

       びょういん / いいん

B. 病院 / 医院 2020年6月24日の　情報です

ないか
こども /

しょうにか

じびいん

こうか
そのた / そのほか

医療機関名 内科 小児科
耳鼻咽

喉科
その他 住所 電話番号 対応可外国語 予防接種済証の英訳

おの　くりにっく のうしんけいげか　そのた なかのくき　530-1 えいご　いんちょうだけ　はなす できます

小野クリニック 脳神経外科　その他 中野久木530-1 英語 (院長) 可

あずま　いいん しょうかきか　そのた えどがわだい　ひがし　3-102-2 えいご　ちゅうごくご　たいわんご できます

東医院 消化器科　その他 江戸川台東3-102-2 英語、中国語、台湾語 可

おおたかのもり　ふぉれすと　くりにっく おおたかのもり　みなみ　1-25-2　K-1 えいご できます

おおたかの森フォレストクリニック おおたかの森南1-25-2 K-1 英語 可

おおたかのもり　じびか　もーにんぐ　くりにっく あれるぎーか おおたかのもり　ひがし　1-2-1　らいふがーでん　4かい えいご できません

おおたかの森耳鼻科モーニングクリニック アレルギー科 おおたかの森東1-2-1 ライフガーデン4階 英語 不可

にしお　しょうにか　くりにっく おおたかのもり　にし　1-3-1　おおたか　ぷらざびる303 えいご できません

にしお小児科クリニック おおたかの森西1-3-1 おおたかプラザビル303 英語 不可

らいふがーでん　ちゅうおう　くりにっく しんりょうないか　そのた おおたかのもり　ひがし　1-2-1　らいふがーでん　403B えいご できます

ライフガーデン中央クリニック 心療内科　その他 おおたかの森東1-2-1、ライフガーデン流山おおたかの森403B 英語 可

おおたかのもり　ういめんず　けあくりにっく さんふじんか おおたかのもり　みなみ　2-15-1 えいご できません

おおたかの森ウィメンズケアクリニック 産婦人科 おおたかの森南2-15-1 英語 不可

ふじさわ　ないか　くりにっく いちょうか　そのた か　4-18-2 えいご できます

藤澤内科クリニック 胃腸科　その他 加4-18-2 英語 可

とうかつ　びょういん (そうごう びょういん です) なか　102-1 えいご けんとうちゅう　できません

東葛病院 (総合病院です) 中102-1 英語 検討中

みなみ　ながれやま　せいけいげか せいけいげか みなみ　ながれやま　2-18-4 えいご　いんちょうだけ　はなす できません

南流山整形外科 整形外科 南流山2-18-4 英語 (院長) 不可

かきた　がんか がんか みなみ　ながれやま　4-1-15 えいご できません

柿田眼科 眼科 南流山4-1-15 英語 不可

いけだ　ないか　しょうにか　くりにっく しょうかきか みなみ　ながれやま　2-8-10 ほんやくきを　つかいます できません

いけだ内科小児科クリニック 消化器科 南流山2-8-10 翻訳機による対応 不可

おおたに　じびいんこうか　いいん みなみ　ながれやま　4-1-15　4かい ほんやくきを　つかいます できません

大谷耳鼻咽喉科医院 南流山4-1-15-4F 翻訳機による対応 不可

あかぬま　げか　ないか　いいん げか ののした　5-972-2 えいご できません

赤沼外科内科医院 外科 野々下5-972-2 英語 不可

ながれやま　とうぶ　しんりょうじょ ひふか ふじんか がんか なづかり　909-1 えいご できます

流山東部診療所 皮膚科 婦人科 眼科 名都借909-1 英語 可

15 http://park7.wakwak.com/~nts/○ - - 0471477878

0471407533

14 NA ○ ○ - 0471430127

13 NA - - ○ -

12 http://www.myclinic.ne.jp/ikeda_cl/pc/index.html○ ○ - 0471577717

11 http://www.kakitaeyeclinic.com/- - - 0471598888

10 https://www.minaminagareyamaseikei.com/- - - 0471576680

9 http://www.tokatsu-hp.com/○ ○ ○ 0471591011

8 NA ○ - - 0471501441

7 http://owcc.jp/index.html- - - 0471788877

0471782401

6 http://www.lifegarden-clinic.jp/○ - - 0471782677

5 http://nishio-ped.jp/- ○ - -

0471787780

4 https://www.morning-clinic.com/- - ○ 0471785032

3 https://www.otakanomori-fcl.com/○ - - -

　　　   　ねん がつ　にち 　じょうほう

 がいこくごを   　    はなす　 はいしゃ　や　びょういん ・いいん

外国語を　話す　医療機関

2 NA ○ ○ - 0471555499

はなす　がいこくご
よぼうちゅうしゃ

えいご しょうめいしょ

1 https://www.onoclinic-ns.com/english○ - - 0471783006

No.

びょういん / いいん　の　なまえ

URL

おもな　しんりょうか　　主な診療科

じゅうしょ でんわ ばんごう

【やさしい日本語】

ちゅうい

しりょう ながれやまし いしかい ていきょう

1.  この資料は、流山市医師会から 提供された

ながれやまし いしかい とうろく がいこくご はな

流山市医師会に 登録されていて 外国語を 話す

びょういん・いいん りすと ねん がつ にち じてん

病院・医院の リストです。 2020年6月24日 時点の

じょうほう もと つく

情報を 基に 作りました。

ないよう し か

内容は お知らせ することなく 変わるかも しれません。

しんりょうか がいこくご そうだん

2.  診療科※ によって 外国語で 相談できるか どうかは

ちが ちょくせつ びょういん・いいん かくにん

違います。 直接 病院・医院へ 確認してください。

しんりょう いしゃ しんさつ びょうき なお

※ 診療とは、医者の診察を うけて 病気や けがを 治すことです。

http://www.nagareyama-med.com/index.html

ながれやまし いしかい ほーむぺーじ

流山市医師会ホームページ：

Created by NIFA

注

1. この資料は、流山市医師会から提供された、医師会に登録され、外国語が

通じる病院・医院のリストで、2020年6月24日時点の情報 を基に作成され

ました。 主な診療科は、ホームページを参照しました。

内容は予告なく変更される可能性があります。

2. 診療科による外国語相談可否等は、直接医療機関へ確認してください。

流山市医師会ホームページ： http://www.nagareyama-med.com/index.html
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