
管轄保健所 指定医氏名 担当診療科 主たる勤務先の医療機関名 郵便番号 勤務先住所

習志野 矢野　誠 内科、訪問診療 まこと医院 273-0115 鎌ケ谷市東道野辺５－９－２８

習志野 山本　雅巳 内科 和奏クリニック 275-0026 習志野市谷津６－６－７

習志野 中村　明澄 内科 医療法人社団　澄乃会　向日葵クリニック 276-0042 八千代市ゆりのき台５－１－２

習志野 櫻川　浩 内科、循環器科、外科、呼吸器外科 さくらがわクリニック 276-0029 八千代市村上南５-５-１８

習志野 吉岡　倫太郎 内科、老年内科 医療法人真温会　八千代有床診療所 276-0040 八千代市緑が丘西３－１３－２１

市川 了德寺　剛 内科 学校法人了德寺大学附属浦安よつば内科クリニック 279-0002 浦安市北栄３－２７－２ベアーマンション１Ｆ

市川 三宅　武史 内科 らいおんハート内科整形外科リハビリクリニック 272-0133 市川市行徳駅前２－１６－１－６Ｆ

市川 面野　寛 内科、泌尿器科、胃腸内科 医療法人社団御波会　面野医院 272-0143 市川市相之川４－１５－１　２階

市川 古野　茂一 内科、神経内科 医療法人社団優佑会　市川ケアクリニック 272-0032 市川市大洲２－８－３０松田ビル２階

市川 加藤　昌孝 内科、外科 加藤外科内科クリニック 272-0021 市川市八幡３－２６－３

松戸 宇津見　和郎 内科 松戸市立福祉医療センター東松戸病院 270-2222 松戸市高塚新田１２３－１３

松戸 末村　雅明 内科 しいの木クリニック 270-0014 松戸市小金３高橋ビル７階１号室

松戸 星野　大和 内科 ほしの在宅ケアクリニック 270-0013 松戸市小金きよしケ丘３－２０－２－１０３

松戸 西村　正悟 内科、泌尿器科 医療法人社団希会　にしむら内科クリニック 271-0064 松戸市上本郷９０２－５パークキューブ北松戸１Ｆ

松戸 恩田　浩明 内科 医療法人社団青雲会　恩田メディカルクリニック 271-0051 松戸市馬橋１８２８番地

松戸 延藤　卓生 内科 医療法人財団松圓会　東葛クリニック病院 271-0067 松戸市樋野口８６５-２

松戸 長谷川　真二 内科 医療法人財団松圓会　東葛クリニック病院 271-0067 松戸市樋野口８６５-２

松戸 澁谷　正德 内科 医療法人社団松和会　小板橋病院 270-2232 松戸市和名ケ谷１３１３－１

松戸 日野　裕史 内科 流山北クリニック 270-0111 流山市江戸川台東２丁目３１８番地

印旛 清宮　康嗣 内科、循環器内科、呼吸器内科 清宮クリニック 270-1334 印西市西の原３－１１－１

印旛 松信　精一 内科 千葉北総内科クリニック 270-1337 印西市草深字原２２２１－３

印旛 富井　仁美 内科 北総栄病院 270-1516 印旛郡栄町安食２４２１

印旛 古谷　正伸 内科 古谷内科 285-0855 佐倉市井野１５５２

印旛 宍戸　英樹 内科 宍戸内科医院 285-0837 佐倉市王子台１－１８－７

印旛 梅野　福太郎 内科 四街道まごころクリニック 284-0043 四街道市めいわ３－１６－８－１Ｆ

印旛 平　晃一 内科 医療法人社団敬和会　木村内科 284-0003 四街道市鹿渡７２８－１７

印旛 和泉　佳子 内科 和泉内科医院 284-0044 四街道市和良比１８１－３３

印旛 田中　稔 眼科 シロアム会　田中稔眼科 286-0035 成田市囲護台１－４－３　フィールドホーム第４ビル１Ｆ

印旛 塚田　雄大 内科 医療法人社団つかだファミリークリニック 286-0036 成田市加良部５－７－２

印旛 向後　利昭 内科、アレルギー科、小児科 医療法人社団愛聖会　八街こどもクリニック 289-1114 八街市東吉田５１７－５７

印旛 黒須　典代 内科 黒須医院 286-0212 富里市十倉４４

香取 髙橋　英敏 眼科 医療法人社団英正会小見川ひまわりクリニック 289-0305 香取市分郷３２－１

海匝 磯村　政保 内科 磯村クリニック 289-2504 旭市ニの２０－５

海匝 江波戸　久元 内科 医療法人社団当為会　城之内医院 289-2121 匝瑳市東小笹８６

海匝 福島　俊之 内科、小児科 福島医院 289-2144 匝瑳市八日市場イ２０２－１

海匝 檜垣　進 内科 檜垣内科循環器科医院 289-2144 匝瑳市八日市場イ56-3

海匝 関谷　貞三郎 内科 関谷医院 288-0045 銚子市三軒町１６－１

山武 大森　耕一郎 外科 医療法人社団明生会　東葉クリニック東新宿 283-0006 東金市東新宿字1丁目８－１

長生 川端　嗣子 内科 聖光会病院 297-0216 長生郡長柄町立鳥７４５-１

長生 小林　かおる 内科 医療法人社団優仁会　鈴木神経科病院 297-0029 茂原市高師８２

長生 大木　専一郎 内科、小児科 医療法人社団清羚会　大木医院 297-0037 茂原市早野４６３－３

長生 大塚　陽子 内科、消化器科 大塚内科 297-0024 茂原市八千代３－３－３

長生 弓削田　多賀子 内科 吉田医院 299-4113 茂原市法目７８４

夷隅 鶴岡　靖子 精神科 医療法人白百合会　大多喜病院 298-0223 夷隅郡大多喜町上原７８６

安房 角田　泰彦 循環器内科 医療法人博正会　北条病院 294-0045 館山市北条１０８９

安房 山倉　幹丈 内科 医療法人光洋会　南房総ファミリアクリニック 294-0822 南房総市本織４３－１

君津 前田　直希 内科 まえだクリニック 292-0432 君津市浦田2-1

君津 石代　誠 内科、小児科、外科、整形外科、皮膚科 医療法人社団石誠会　さくらクリニック 293-0006 富津市下飯野１３５０－１

市原 碓井　健司 内科、循環器科 碓井クリニック 290-0141 市原市ちはら台東１-１-６

市原 三橋　京子 内科 仁天堂医院 290-0225 市原市牛久１１９２

市原 五十嵐　幹二 内科 医療法人芙蓉会　五井病院ホームケアクリニック 290-0056 市原市五井５９１１

市原 五味　博子 皮膚科 五味クリニック 299-0111 市原市姉崎２－２－６

市原 田村　雅弘 眼科 こうふう台眼科医院 290-0242 市原市中高根１５５５－２

船橋市 筆内　章 内科 医療法人愛の家高根台病院 274-0065 船橋市高根台４－１－１

船橋市 木下　聡 内科 医療法人愛の家高根台病院 274-0065 船橋市高根台４－１－１

船橋市 田中　幹夫 内科、循環器内科 医療法人成春会　花輪病院附属駅前クリニック 274-0063 船橋市習志野台２－１－６北習志野駅前クリニック３Ｆ

船橋市 鶴岡　和弘 内科 つるおか内科 274-0063 船橋市習志野台５－４－１４

船橋市 北口　馨菜英 内科 つばさ在宅クリニック西船橋 273-0031 船橋市西船４－１１－８三星西船ビルB棟

船橋市 吉田　伸司 内科 コンフォート津田沼クリニック 274-0825 船橋市前原西２－２５－６ホーマス第４ビル３階

船橋市 金井　弘平 内科 金井医院 274-0068 船橋市大穴北２－１－１０

船橋市 松岡　角英 内科 社会医療法人社団千葉県勤労者医療協会　南浜診療所 273-0004 船橋市南本町６－５

船橋市 石原　茂樹 リハビリテーション科 医療法人社団　輝生会　船橋市リハビリセンター 274-0822 船橋市飯山満町２－５１９－３

船橋市 樋口　真人 内科 医療法人静和会　下総中山駅前クリニック 273-0035 船橋市本中山２－１６－１プラザなかやま２階

船橋市 青木　映莉子 内科 医療法人社団悠翔会　悠翔会在宅クリニック船橋 273-0005 船橋市本町４－４０－８セピアビル１階

柏市 遠藤　久人 内科、胃腸科 柏ビレジクリニック 277-0812 柏市花野井１８１４－１２

柏市 志賀　元 内科、小児科、外科 手賀の杜クリニック 270-1445 柏市岩井７８９－６

柏市 吉野　昭信 内科 社会医療法人社団蛍水会　名戸ヶ谷病院 277-0084 柏市新柏２－１－１

柏市 前田　清貴 内科、外科 医療法人社団清陽会　まえだクリニック 277-0005 柏市柏１－１－７池松ビル５Ｆ

柏市 橋本　哲也 眼科 医療法人社団大成会　橋本眼科医院 277-0005 柏市柏１－１－７柏池松ビル１F

柏市 中澤　了一 腎臓内科 医療法人財団松圓会東葛クリニック柏 277-0005 柏市柏２－１０－２Ｔｈｅ　Ｋａｓｈｉｗａ　Ｔｏｗｅｒ２Ｆ

柏市 桑野　雄介 内科 医療法人社団雄飛会　くわのクリニック 277-0845 柏市豊四季台１－３－１

柏市 各務　裕美子 内科（訪問診療） 医療法人社団雄飛会　くわのクリニック 277-0845 柏市豊四季台１－３－１

柏市 新保　秀光 内科、腎臓内科、小児科 新保クリニック 277-0843 柏市明原３－３－１２
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