
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 細田　亮 内科 医療法人社団豊寿会　くぬぎ山ファミリークリニック 273-0128 鎌ケ谷市くぬぎ山４－２－４０ワコーレ鎌ケ谷１号館１F－２

習志野 戸張　正一 外科 東邦鎌谷病院 273-0132 鎌ケ谷市粟野５９４

習志野 金井　清香 眼科 東邦鎌谷病院 273-0132 鎌ケ谷市粟野５９４

習志野 貝田　将郷 消化器内科 医療法人社団　東邦鎌谷病院 273-0132 鎌ケ谷市粟野５９４

習志野 小林　智則 神経内科 医療法人社団　東邦鎌谷病院 273-0132 鎌ケ谷市粟野５９４

習志野 高安　浩樹 整形外科 東邦鎌谷病院 273-0132 鎌ケ谷市粟野５９４

習志野 貝田　優香 内科 東邦鎌谷病院 273-0132 鎌ケ谷市粟野５９４

習志野 柳　一夫 内科、呼吸器科、循環器科 東邦鎌谷病院 273-0132 鎌ケ谷市粟野５９４

習志野 奥山　輝雄 内科、消化器科 東邦鎌谷病院 273-0132 鎌ケ谷市粟野５９４

習志野 金井　英樹 内科、消化器科、外科 医療法人社団　東邦鎌谷病院 273-0132 鎌ケ谷市粟野５９４

習志野 久保田　俊輝 耳鼻いんこう科 医療法人社団　東邦鎌谷病院 273-0132 鎌ケ谷市粟野５９４番地

習志野 井桁　千景 消化器科、外科 医療法人社団　東邦鎌谷病院 273-0132 鎌ケ谷市粟野５９４番地

習志野 丸山　雅央 眼科 医療法人社団雅智会　まるやま眼科 273-0103 鎌ケ谷市丸山１－２－１４

習志野 吉田　いづみ 眼科 東邦鎌谷病院 273-0132 鎌ケ谷市栗野５９４

習志野 山口　貴子 皮膚科 医療法人社団　東邦鎌谷病院 273-0132 鎌ケ谷市栗野５９４

習志野 小渋　陽一 内科 医療法人社団 一心会 初富保健病院 273-0121 鎌ヶ谷市初富114

習志野 森島　孝行 内科、循環器科 初富保健病院 273-0121 鎌ヶ谷市初富１１４

習志野 黄田　光博 内科 医療法人社団　一心会　初富保健病院 273-0121 鎌ケ谷市初富１１４

習志野 外崎　悦啓 内科 医療法人社団　一心会　初富保健病院 273-0121 鎌ケ谷市初富１１４

習志野 篠崎　敏明 内科 医療法人社団 一心会 初富保健病院 273-0121 鎌ケ谷市初富１１４

習志野 中村　ひろみ 内科 医療法人社団　一心会　初富保健病院 273-0121 鎌ケ谷市初富１１４

習志野 長谷川　堯 内科 医療法人社団一心会初富保健病院 273-0121 鎌ケ谷市初富114

習志野 的場　孝盛 内科 医療法人社団 一心会 初富保健病院 273-0121 鎌ケ谷市初富１１４

習志野 入江　邦隆 内科 医療法人社団　一心会　初富保健病院 273-0121 鎌ケ谷市初富１１４

習志野 堀　順 内科 医療法人社団　一心会　初富保健病院 273-0121 鎌ケ谷市初富１１４

習志野 武田　英男 内科、泌尿器科 医療法人社団 一心会 初富保健病院 273-0121 鎌ケ谷市初富１１４

習志野 唐澤　秀治 脳神経外科 医療法人社団 一心会　初富保健病院 273-0121 鎌ケ谷市初富１１４

習志野 山本　穰司 内科、外科 鎌ケ谷メディカルクリニック 273-0121 鎌ケ谷市初富２６－１５

習志野 河合　順介 外科、整形外科、形成外科 医療法人社団ますお会　第２北総病院 273-0121 鎌ケ谷市初富８０３

習志野 内田　源太郎 形成外科 医療法人社団ますお会　第２北総病院 273-0121 鎌ケ谷市初富８０３

習志野 江原　正明 内科 医療法人社団ますお会第２北総病院 273-0121 鎌ケ谷市初富８０３

習志野 国行　洋史 内科 医療法人社団ますお会　第２北総病院 273-0121 鎌ケ谷市初富８０３

習志野 白山　裕士 内科 医療法人社団ますお会第２北総病院 273-0121 鎌ケ谷市初富８０３

習志野 富澤　学 内科 医療法人社団ますお会　第２北総病院 273-0121 鎌ケ谷市初富８０３

習志野 川向　哲也 精神科 医療法人梨香会　秋元病院 273-0121 鎌ケ谷市初富８０８－５４

習志野 白戸　寿男 外科、整形外科、消化器外科 医療法人社団寿和会　白戸胃腸科外科 273-0121 鎌ケ谷市初富９２４－１８４４

習志野 白戸　泉 消化器内科 医療法人社団寿和会　白戸胃腸科外科 273-0121 鎌ケ谷市初富９２４－１８４４

習志野 藤川　幸一 外科 医療法人徳洲会　鎌ケ谷総合病院 273-0121 鎌ケ谷市初富９２９－６

習志野 德丸　勝悟 外科 医療法人徳洲会　鎌ケ谷総合病院 273-0121 鎌ケ谷市初富９２９－６

習志野 佐々木　悟 眼科 医療法人徳洲会　鎌ケ谷総合病院 273-0121 鎌ケ谷市初富９２９－６

習志野 坂東橋　堅太郎 呼吸器内科 医療法人沖縄徳洲会　鎌ケ谷総合病院 273-0121 鎌ケ谷市初富９２９－６

習志野 浅野　雅広 呼吸器内科 医療法人徳洲会　鎌ケ谷総合病院 273-0121 鎌ケ谷市初富９２９－６

習志野 岡安　智道 循環器内科 社会医療法人社団木下会　鎌ケ谷総合病院 273-0121 鎌ケ谷市初富９２９－６

習志野 山村　真吾 消化器科 医療法人　沖縄徳洲会　鎌ケ谷総合病院 273-0121 鎌ケ谷市初富９２９－６

習志野 堀　隆樹 心臓血管外科 医療法人徳洲会　鎌ケ谷総合病院 273-0121 鎌ケ谷市初富９２９－６

習志野 竹内　優 神経内科 医療法人徳洲会　鎌ケ谷総合病院 273-0121 鎌ケ谷市初富９２９－６

習志野 望月　猛 整形外科 医療法人徳洲会　鎌ケ谷総合病院 273-0121 鎌ケ谷市初富９２９－６

習志野 廣島　亮 整形外科 医療法人徳洲会　鎌ケ谷総合病院 273-0121 鎌ケ谷市初富９２９－６

習志野 沼波　仁 内科 医療法人徳洲会　鎌ケ谷総合病院 273-0121 鎌ケ谷市初富９２９－６

習志野 清水　浩一 内科 医療法人沖縄徳洲会　鎌ケ谷総合病院 273-0121 鎌ケ谷市初富９２９－６

習志野 大森　康史 内科 医療法人社団徳洲会　鎌ヶ谷総合病院 273-0121 鎌ケ谷市初富９２９－６

習志野 中道　司 内科 医療法人徳洲会　鎌ケ谷総合病院 273-0121 鎌ケ谷市初富９２９－６

習志野 齊藤　寛文 内科 医療法人徳洲会　鎌ケ谷総合病院 273-0121 鎌ケ谷市初富９２９－６

習志野 氏家　弘 脳神経外科 医療法人徳洲会　鎌ケ谷総合病院 273-0121 鎌ケ谷市初富９２９－６

習志野 寺島　華江 脳神経外科 医療法人徳洲会　鎌ケ谷総合病院 273-0121 鎌ケ谷市初富９２９－６

習志野 杉本　耕一 脳神経外科、リハビリテーション科 医療法人徳洲会　鎌ケ谷総合病院 273-0121 鎌ケ谷市初富９２９－６

習志野 湯浅　龍彦 脳神経内科 医療法人徳洲会　鎌ケ谷総合病院 273-0121 鎌ケ谷市初富９２９－６

習志野 阿部　真樹 泌尿器科 医療法人徳洲会　鎌ケ谷総合病院 273-0121 鎌ケ谷市初富９２９－６

習志野 中野　敏彦 泌尿器科 医療法人徳洲会　鎌ケ谷総合病院 273-0121 鎌ケ谷市初富９２９－６

習志野 村重　良一 リウマチ科、整形外科、リハビリテーション科 医療法人社団エムズ　しんかま駅前整形外科 273-0107 鎌ケ谷市新鎌ケ谷１－１５－２－１Ｆ

習志野 大関　正彦 皮膚科 新鎌ケ谷皮膚科 273-0107 鎌ケ谷市新鎌ケ谷１－１８－５－２０２

習志野 太田　茂之 泌尿器科 医療法人社団　翔未会　アクロスモール新鎌ヶ谷クリニック 273-0107 鎌ケ谷市新鎌ケ谷２－１２－１－３階

習志野 大石　孝 内科、胃腸科 医療法人社団石診会　大石内科胃腸科医院 273-0122 鎌ケ谷市東初富６－７－１０

習志野 中村　友厚 内科 医療法人社団　小羊会　鎌ケ谷第一クリニック 273-0122 鎌ケ谷市東初富６－９－４７

習志野 佐々木　孝子 アレルギー科、小児科 かまがや診療所 273-0112 鎌ケ谷市東中沢１－１５－６１

習志野 辻　裕美 内科 社会医療法人社団　千葉県勤労者医療協会　かまがや診療所 273-0112 鎌ケ谷市東中沢１－１５－６１

習志野 飯ケ谷　嘉門 内科、腎臓内科 飯ケ谷内科クリニック 273-0115 鎌ケ谷市東道野辺５－１９－１５

習志野 斎木　仁 内科、外科、消化器内科 さいきクリニック 273-0115 鎌ケ谷市東道野辺７－２２－４６KU馬込ビル２０１

習志野 井出　光広 眼科 オリーブ眼科クリニック 273-0115 鎌ケ谷市東道野辺７－２２－４６KU馬込沢ビル３０１

習志野 片桐　誠 内科、循環器科 医療法人社団　ひのき会　片桐内科医院 273-0114 鎌ケ谷市道野辺１０５１－１
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習志野 片桐　博子 内科、神経内科 医療法人社団　ひのき会　片桐内科医院 273-0114 鎌ケ谷市道野辺１０５１－１

習志野 三木　修 内科、胃腸科、外科、整形外科 道野辺診療所 273-0114 鎌ケ谷市道野辺２２６－１

習志野 石川　宏貴 整形外科、リハビリテーション科 石川整形外科クリニック 273-0113 鎌ケ谷市道野辺中央２－５－１６

習志野 加納　寛 内科 かのう内科クリニック 273-0113 鎌ケ谷市道野辺中央２－５－１８

習志野 三田　知直 眼科 鎌ケ谷駅前眼科 273-0137 鎌ケ谷市道野辺本町２－１－２８カーラシティ鎌ケ谷弐番館２０２

習志野 山﨑　貴博 内科、神経内科 医療法人社団千葉白報会　かまがや在宅診療所 273-0137 鎌ケ谷市道野辺本町一丁目２番３号飯田ビル２０３号室

習志野 宇野　由美子 眼科 宇野眼科 273-0101 鎌ケ谷市富岡１－６－５

習志野 村山　太一 循環器内科 ハートクリニック村山 275-0014 習志野市鷺沼３－２０－８

習志野 干川　容子 内科 医療法人社団　和康会　ほしかわクリニック 275-0002 習志野市実籾２－１５－２３

習志野 井坂　達英 眼科 井坂眼科医院 275-0002 習志野市実籾５－２－１２－２Ｆ

習志野 武田　経洋 内科、外科、整形外科、リハビリテーション科 実籾外科整形外科 275-0002 習志野市実籾５－２９－１

習志野 縄田　泰史 リウマチ膠原病アレルギー科 社会福祉法人恩賜財団済生会千葉県済生会習志野病院 275-0006 習志野市泉町1－1－1

習志野 末廣　健一 リウマチ膠原病アレルギー科 千葉県済生会習志野病院 275-8580 習志野市泉町１－１－１

習志野 髙橋　成和 リウマチ膠原病アレルギー科 千葉県済生会習志野病院 275-0006 習志野市泉町１－１－１

習志野 山本　和夫 外科 社会福祉法人恩賜財団済生会千葉県済生会習志野病院 275-0006 習志野市泉町１－１－１

習志野 中村　祐介 外科 千葉県済生会習志野病院 275-0006 習志野市泉町１－１－１

習志野 鈴木　弘文 外科 千葉県済生会習志野病院 275-0006 習志野市泉町１－１－１

習志野 久我　紘子 眼科 社会福祉法人恩賜財団済生会支部　千葉県済生会習志野病院 275-8580 習志野市泉町１－１－１

習志野 豊北　祥子 眼科 社会福祉法人恩賜財団済生会　千葉県済生会習志野病院 275-0006 習志野市泉町１－１－１

習志野 鈴木　加奈子 眼科 社会福祉法人恩賜財団済生会　千葉県済生会習志野病院 275-8580 習志野市泉町１－１－１

習志野 阿部　大二郎 血液内科 千葉県済生会習志野病院 275-8580 習志野市泉町１－１－１

習志野 趙　竜桓 血液内科 社会福祉法人　恩賜財団　済生会千葉県済生会習志野病院 275-0006 習志野市泉町１－１－１

習志野 黒田　文伸 呼吸器科 千葉県済生会習志野病院 275-0006 習志野市泉町1-1-1

習志野 溝渕　輝明 呼吸器外科 千葉県済生会習志野病院 275-8580 習志野市泉町１－１－１

習志野 長門　芳 呼吸器外科 千葉県済生会習志野病院 275-8580 習志野市泉町１－１－１

習志野 家里　憲 呼吸器内科 千葉県済生会習志野病院 275-0006 習志野市泉町１－１－１

習志野 山内　圭太 呼吸器内科 千葉県済生会習志野病院 275-0006 習志野市泉町１－１－１

習志野 勝俣　雄介 呼吸器内科 社会福祉法人恩賜財団　千葉県済生会習志野病院 275-8580 習志野市泉町１－１－１

習志野 田邉　信宏 呼吸器内科 済生会習志野病院 275-0006 習志野市泉町１－１－１

習志野 坂本　直哉 循環器科 千葉県済生会習志野病院 275-0006 習志野市泉町１－１－１

習志野 小林　智 循環器科 社会福祉法人恩賜財団済生会　千葉県済生会習志野病院 275-0006 習志野市泉町１－１－１

習志野 竹田　隆一 循環器科 千葉県済生会習志野病院 275-0006 習志野市泉町１－１－１

習志野 白石　博一 循環器科 千葉県済生会習志野病院 275-0006 習志野市泉町１－１－１

習志野 横山　健一 循環器内科 千葉県済生会習志野病院 275-0006 習志野市泉町１－１－１

習志野 藤内　裕一 循環器内科 千葉県済生会習志野病院 275-8580 習志野市泉町１－１－１

習志野 豊吉　紘之 循環器内科 社会福祉法人恩賜財団済生会　千葉県済生会習志野病院 275-8580 習志野市泉町１－１－１

習志野 多田　弘子 小児科 社会福祉法人恩賜財団済生会千葉県済生会習志野病院 275-0006 習志野市泉町１－１－１

習志野 平井　太 消化器科 千葉県済生会習志野病院 275-0006 習志野市泉町１－１－１

習志野 阿部　径和 消化器内科 社会福祉法人恩賜財団済生会　千葉県済生会習志野病院 275-0006 習志野市泉町１－１－１

習志野 横山　雄也 消化器内科 社会福祉法人恩賜財団済生会支部　千葉県済生会習志野病院 275-8580 習志野市泉町１－１－１

習志野 黒澤　浄 消化器内科 千葉県済生会習志野病院 275-0006 習志野市泉町１－１－１

習志野 稲毛　雄一 心臓血管外科 社会福祉法人恩賜財団済生会　支部千葉県済生会　千葉県済生会習志野病院 275-8580 習志野市泉町１－１－１

習志野 田村　友作 心臓血管外科 社会福祉法人恩賜財団済生会　支部千葉県済生会　千葉県済生会習志野病院 275-8580 習志野市泉町１－１－１

習志野 上司　郁男 神経内科 千葉県済生会習志野病院 275-8580 習志野市泉町１－１－１

習志野 牧野　隆宏 神経内科 千葉県済生会習志野病院 275-0006 習志野市泉町１－１－１

習志野 井上　雅俊 整形外科 千葉県済生会習志野病院 275-0006 習志野市泉町１－１－１

習志野 宮坂　健 整形外科 千葉県済生会習志野病院 275-0006 習志野市泉町１－１－１

習志野 宮城　仁 整形外科 社会福祉法人恩賜財団済生会　支部千葉県済生会　千葉県済生会習志野病院 275-8580 習志野市泉町１－１－１

習志野 原田　義忠 整形外科 千葉県済生会習志野病院 275-0006 習志野市泉町１－１－１

習志野 小川　裕也 整形外科 社会福祉法人恩賜財団済生会　千葉県済生会習志野病院 275-8580 習志野市泉町１－１－１

習志野 鳥飼　英久 整形外科 社会福祉法人恩賜財団済生会　千葉県済生会習志野病院 275-0006 習志野市泉町1－1－1

習志野 藤原　敏正 代謝科 千葉県済生会習志野病院 275-8580 習志野市泉町１－１－１

習志野 村井　尚之 脳神経外科 千葉県済生会習志野病院 275-0006 習志野市泉町１－１－１

習志野 中村　弘 脳神経外科 社会福祉法人恩賜財団済生会千葉県済生会習志野病院 275-0006 習志野市泉町１－１－１

習志野 藤川　厚 脳神経外科 千葉県済生会習志野病院 275-0006 習志野市泉町１－１－１

習志野 三上　和男 泌尿器科 千葉県済生会習志野病院 275-0006 習志野市泉町１－１－１

習志野 藤村　正亮 泌尿器科 社会福祉法人恩賜財団済生会　支部千葉県済生会　千葉県済生会習志野病院 275-8580 習志野市泉町１－１－１

習志野 中村　康博 皮膚科 千葉県済生会習志野病院 275-8580 習志野市泉町１－１－１

習志野 尾髙　健夫 内科、消化器内科、内視鏡内科 尾高内科・胃腸クリニック 275-0028 習志野市奏の杜１－１２－３ＭＦビル２０１

習志野 市川　崇 内科 いちかわ内科 275-0021 習志野市袖ケ浦３－５－３－７

習志野 関　圭介 眼科 赤松眼科医院 275-0021 習志野市袖ケ浦４－１７－５

習志野 豊﨑　哲也 内科、循環器科 医療法人社団習生会　豊﨑循環器内科クリニック 275-0011 習志野市大久保１－２３－８ボヌール大久保１０２

習志野 青木　隆 眼科 青木眼科 275-0011 習志野市大久保１－２９－１５

習志野 古川　崇子 内科 医療法人社団　古川医院 275-0011 習志野市大久保２－１４－２０

習志野 箭原　弘典 皮膚科 大久保皮膚科 275-0011 習志野市大久保２－２－１大久保二丁目ビル１Ａ

習志野 久保田　智子 内科 医療法人社団　習仁会　アカシア在宅クリニック 275-0011 習志野市大久保３－７－１７

習志野 蛭川　雄太郎 内科 医療法人社団　習仁会　アカシア在宅クリニック 275-0011 習志野市大久保３－７－１７

習志野 福井　直隆 内科、泌尿器科 医療法人社団　習仁会　アカシア在宅クリニック 275-0011 習志野市大久保３－７－１７

習志野 古本　敬明 リウマチ科、整形外科 医療法人社団敬緑会　ふるもと整形外科 275-0011 習志野市大久保４－９－１１

習志野 麻生　伸一 眼科 医療法人社団あそう眼科 275-0026 習志野市谷津1-14-20
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習志野 大澤　秀文 内科 医療法人社団愛友会　津田沼ザ・タワークリニック 275-0026 習志野市谷津１－１５－２２津田沼ザ・タワー１階

習志野 小泉　和夫 泌尿器科 医療法人社団麗愛会　こいずみクリニック 275-0026 習志野市谷津１－１５－３　シティパーク津田沼１０２

習志野 三束　武司 リウマチ科、整形外科 みつかリウマチクリニック 275-0026 習志野市谷津１－１６－１モリシア津田沼レストラン棟４Ｆ

習志野 河野　通貴 外科 医療法人社団　愛友会　津田沼中央総合病院 275-0026 習志野市谷津１－９－１７

習志野 佐々木　純一 外科 医療法人社団　愛友会　津田沼中央総合病院 275-0026 習志野市谷津１－９－１７

習志野 三田　一仁 外科 医療法人社団愛友会　津田沼中央総合病院 275-0026 習志野市谷津１－９－１７

習志野 小林　直 外科 医療法人社団　愛友会　津田沼中央総合病院 275-0026 習志野市谷津１－９－１７

習志野 嶋口　万友 外科 医療法人社団愛友会　津田沼中央総合病院 275-0026 習志野市谷津１－９－１７

習志野 波多野　稔 外科 医療法人社団　愛友会　津田沼中央総合病院 275-0026 習志野市谷津１－９－１７

習志野 豊田　真之 外科 医療法人社団　愛友会　津田沼中央総合病院 275-0026 習志野市谷津１－９－１７

習志野 伊藤　玲 眼科 医療法人社団愛友会　津田沼中央総合病院 275-0026 習志野市谷津１－９－１７

習志野 森　怜子 形成外科 医療法人社団愛友会　津田沼中央総合病院 275-0026 習志野市谷津１－９－１７

習志野 西田　勝則 消化器外科 医療法人社団　愛友会　津田沼中央総合病院 275-0026 習志野市谷津１－９－１７

習志野 荻原　崇 消化器内科 医療法人社団　愛友会　津田沼中央総合病院 275-0026 習志野市谷津１－９－１７

習志野 皆月　ちひろ 消化器内科 医療法人社団　愛友会　津田沼中央総合病院 275-0026 習志野市谷津１－９－１７

習志野 田所　洋行 消化器内科 医療法人社団　愛友会　津田沼中央総合病院 275-0026 習志野市谷津１－９－１７

習志野 河村　裕 神経科、外科 医療法人社団　愛友会　津田沼中央総合病院 275-0026 習志野市谷津１－９－１７

習志野 新井　通浩 整形外科 医療法人社団　愛友会　津田沼中央総合病院 275-0026 習志野市谷津１－９－１７

習志野 深井　彰 整形外科 医療法人社団愛友会　津田沼中央総合病院 275-0026 習志野市谷津１－９－１７

習志野 津島　秀行 整形外科 医療法人社団　愛友会　津田沼中央総合病院 275-0026 習志野市谷津１－９－１７

習志野 牧野　祐樹 整形外科 医療法人社団　愛友会　津田沼中央総合病院 275-0026 習志野市谷津１－９－１７

習志野 和田　康宏 整形外科 医療法人社団　愛友会　津田沼中央総合病院 275-0026 習志野市谷津１－９－１７

習志野 吉岡　慶一朗 内科 医療法人社団愛友会　津田沼中央総合病院 275-0026 習志野市谷津１－９－１７

習志野 合田　智絵 内科 医療法人社団愛友会　津田沼中央総合病院 275-0026 習志野市谷津１－９－１７

習志野 佐仲　雅樹 内科 医療法人社団　愛友会　津田沼中央総合病院 275-0026 習志野市谷津１－９－１７

習志野 細田　祐未 内科 医療法人社団愛友会　津田沼中央総合病院 275-0026 習志野市谷津１－９－１７

習志野 寺本　清美 内科 医療法人社団　愛友会　津田沼中央総合病院 275-0026 習志野市谷津１－９－１７

習志野 若林　睦 内科 津田沼中央総合病院 275-0026 習志野市谷津１－９－１７

習志野 小林　伸哉 内科 医療法人社団　愛友会　津田沼中央総合病院 275-0026 習志野市谷津１－９－１７

習志野 須田　明 内科 医療法人社団　愛友会　津田沼中央総合病院 275-0026 習志野市谷津１－９－１７

習志野 石森　紀子 内科 医療法人社団　愛友会　津田沼中央総合病院 275-0026 習志野市谷津１－９－１７

習志野 渡邉　英綱 内科 医療法人社団　愛友会　津田沼中央総合病院 275-0026 習志野市谷津１－９－１７

習志野 豊田　剛 内科 医療法人社団　愛友会　津田沼中央総合病院 275-0026 習志野市谷津１－９－１７

習志野 木本　江美 内科 医療法人社団愛友会　津田沼中央総合病院 275-0026 習志野市谷津１－９－１７

習志野 野口　久 内科 医療法人社団　愛友会　津田沼中央総合病院 275-0026 習志野市谷津１－９－１７

習志野 櫻井　健二 内科 医療法人社団　愛友会　津田沼中央総合病院 275-0026 習志野市谷津１－９－１７

習志野 鎌形　充泰 脳神経外科 医療法人社団　愛友会　津田沼中央総合病院 275-0026 習志野市谷津１－９－１７

習志野 砂田　荘一 脳神経外科 医療法人社団　愛友会　津田沼中央総合病院 275-0026 習志野市谷津１－９－１７

習志野 寺尾　健 脳神経外科 医療法人社団愛友会　津田沼中央総合病院 275-0026 習志野市谷津１－９－１７

習志野 和賀井　望 脳神経外科 医療法人社団愛友会　津田沼中央総合病院 275-0026 習志野市谷津１－9－１7

習志野 平岡　毅郎 泌尿器科 医療法人社団愛友会　津田沼中央総合病院 275-0026 習志野市谷津１－９－１７

習志野 田村　愛子 皮膚科 医療法人社団　愛友会　津田沼中央総合病院 275-0026 習志野市谷津１－９－１７

習志野 平野　智久 内科、循環器内科 医療法人社団　真愛会　ひらのメディカルクリニック 275-0026 習志野市谷津３－１－１２

習志野 山田　泰司 内科、小児科、整形外科、皮膚科 谷津総合クリニック 275-0026 習志野市谷津３－１２－３６ヤングスピリッツビル２A

習志野 近藤　国嗣 リハビリテーション科 医療法人　保健会　東京湾岸リハビリテーション病院 275-0026 習志野市谷津４－１－１

習志野 辻川　将弘 リハビリテーション科 医療法人社団保健会　東京湾岸リハビリテーション病院 275-0026 習志野市谷津４－１－１

習志野 平松　和嗣久 リハビリテーション科 医療法人社団保健会　東京湾岸リハビリテーション病院 275-0026 習志野市谷津４-１-１

習志野 荒井　勲 整形外科 医療法人社団保健会　谷津保健病院 275-0026 習志野市谷津４ー６ー１６

習志野 島田　拓 外科 谷津保健病院 275-0026 習志野市谷津４－６－１６

習志野 坂本　幸則 循環器内科 医療法人社団保健会　谷津保健病院 275-0026 習志野市谷津４－６－１６

習志野 塚田　日出樹 小児科 医療法人社団　保健会　谷津保健病院 275-0026 習志野市谷津４－６－１６

習志野 永谷　菜穂 消化器内科 医療法人社団保健会　谷津保健病院 275-0026 習志野市谷津４-６-１６

習志野 吉岡　容子 消化器内科 医療法人社団保健会　谷津保健病院 275-0026 習志野市谷津４－６－１６

習志野 山本　壽恵 消化器内科 医療法人社団 保健会　谷津保健病院 275-0026 習志野市谷津４-６-１６

習志野 松本　亮 消化器内科 医療法人社団　保健会　谷津保健病院 275-0026 習志野市谷津４－６－１６

習志野 星野　容子 消化器内科 医療法人社団　保健会　谷津保健病院 275-0026 習志野市谷津４－６－１６

習志野 小澤　正宏 整形外科 医療法人社団　保健会　谷津保健病院 275-0026 習志野市谷津４－６－１６

習志野 川上　甲太郎 整形外科 医療法人社団保健会　谷津保健病院 275-0026 習志野市谷津４－６－１６

習志野 永嶌　智子 内科 医療法人社団　谷津保健病院 275-0026 習志野市谷津４－６－１６

習志野 新行内　雅代 内科 医療法人社団 保健会 谷津保健病院 275-0026 習志野市谷津４-６-１６

習志野 須藤　真児 内科 医療法人社団　保健会　谷津保健病院 275-0026 習志野市谷津４－６－１６

習志野 潤間　隆宏 内科、呼吸器科 医療法人社団保健会　谷津保健病院 275-0026 習志野市谷津４－６－１６

習志野 酒井　直之 脳神経外科 医療法人社団保健会　谷津保健病院 275-0026 習志野市谷津４－６－１６

習志野 田中　まり 眼科 医療法人社団もとい会　谷津駅前あじさい眼科 275-0026 習志野市谷津４－６－１９３階　Ｅ－１

習志野 中村　佳恵 内科、小児科、小児循環器内科、小児腎臓内科 谷津こどもファミリークリニック 275-0026 習志野市谷津４－６－１９日本調剤ビル２F

習志野 中村　嘉宏 内科、小児科、小児循環器内科、小児腎臓内科 谷津こどもファミリークリニック 275-0026 習志野市谷津４－６－１９日本調剤谷津ビル２F

習志野 榊原　誠 内科、循環器内科 医療法人社団　保健会　谷津保健クリニック 275-0026 習志野市谷津４－７－３４

習志野 生澤　太雅 内科 医療法人社団保健会　谷津保健病院 275-0026 習志野市谷津４丁目６番１６号

習志野 高橋　範子 内科 医療法人社団千葉白報会　つだぬま在宅診療所 275-0026 習志野市谷津７－１０－１２エレル津田沼２０１

習志野 大沢　亜紀 整形外科 医療法人社団　奏の杜整形外科 275-0026 習志野市谷津７－７－１Loharu津田沼４０２Ａ
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習志野 崎谷　康佑 内科、消化器内科、内視鏡内科 さきたに内科・内視鏡クリニック 275-0026 習志野市谷津７－７－１Loharu津田沼４０２B

習志野 梶本　俊一 泌尿器科、透析科 医療法人社団汀会　津田沼医院 275-0016 習志野市津田沼１－１８－４５

習志野 宮尾　源二郎 耳鼻いんこう科 宮尾耳鼻咽喉科 275-0016 習志野市津田沼１－２１－３１

習志野 八木　一夫 内科、糖尿病代謝内科 医療法人社団津田沼駅前クリニック 275-0016 習志野市津田沼１－２－８はまゆうパスタビル２階

習志野 吉越　富士雄 内科、胃腸科 よしごえクリニック内科・胃腸科 275-0016 習志野市津田沼３－２３－９津田沼ＪＳビル１Ｆ

習志野 田原　篤 耳鼻咽喉科 吉川耳鼻咽喉科医院 275-0016 習志野市津田沼３－３－４

習志野 川原　裕美子 リウマチ膠原病内科 社会医療法人社団菊田会　習志野第一病院 275-8555 習志野市津田沼５－５－２５

習志野 三橋　登 外科 社会医療法人社団菊田会　習志野第一病院 275-0016 習志野市津田沼５－５－２５

習志野 角南　滋子 耳鼻いんこう科 社会医療法人社団菊田会　習志野第一病院 275-0016 習志野市津田沼５－５－２５

習志野 鎌田　尊人 整形外科 社会医療法人社団菊田会　習志野第一病院 275-0016 習志野市津田沼５－５－２５

習志野 三橋　繁 整形外科 社会医療法人社団菊田会　習志野第一病院 275-8555 習志野市津田沼５－５－２５

習志野 杉岡　佳織 整形外科 社会医療法人社団菊田会　習志野第一病院 275-0016 習志野市津田沼５－５－２５

習志野 中村　伸一郎 整形外科 社会医療法人社団菊田会　習志野第一病院 275-0016 習志野市津田沼５－５－２５

習志野 萩原　雅司 整形外科 社会医療法人社団菊田会　習志野第一病院 275-0016 習志野市津田沼５－５－２５

習志野 木下　知明 整形外科 社会医療法人菊田会　習志野第一病院 275-0016 習志野市津田沼５－５－２５

習志野 塩田　晶彦 内科 医療法人社団小羊会　東習志野クリニック 275-0001 習志野市東習志野３－１－２２

習志野 石原　武 消化器内科 医療法人社団翠恵会　ふじさき内科クリニック 275-0017 習志野市藤崎３－２５－１３

習志野 平野　和美 内科、消化器内科 ひらの医院 275-0012 習志野市本大久保１－５－７

習志野 桑原　良成 内科 大久保クリニック 275-0012 習志野市本大久保４丁目１４－１０オークランド５　１Ｆ

習志野 山田　雄一郎 循環器内科 八千代循環器内科 276-0042 八千代市ゆりのき台１－１３－１

習志野 佐々木　光一 内科、胃腸科、小児科、外科、こう門科、歯科口腔外科 医療法人社団ひかり会　佐々木クリニック 276-0042 八千代市ゆりのき台４－１－８ベルジェールゆりのき２Ｆ

習志野 青木　國輝 アレルギー科、小児科 医療法人社団はっぱ　八千代ももたろうクリニック 276-0042 八千代市ゆりのき台４－１－８ベルジュールゆりのき２Ｃ

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 長　眞理子 眼科 おさ眼科医院 276-0042 八千代市ゆりのき台５－１５－１

習志野 三浦　伸義 精神科 医療法人社団心和会　八千代病院 276-0021 八千代市下高野５４９

習志野 池崎　明 精神科 医療法人社団心和会　八千代病院 276-0021 八千代市下高野５４９

習志野 上田　哲郎 内科、胃腸科、外科、こう門科 医療法人社団四つ葉会ゆりのきクリニック 276-0043 八千代市萱田２２４５

習志野 増田　俊夫 消化器科、外科 医療法人思誠会　勝田台病院 276-0024 八千代市勝田６２２－２

習志野 梅田　絵里子 消化器科、外科 医療法人思誠会　勝田台病院 276-0024 八千代市勝田６２２－２

習志野 鈴木　弘仁 整形外科 医療法人思誠会　勝田台病院 276-0024 八千代市勝田６２２－２

習志野 芹澤　智行 内科、呼吸器科 医療法人思誠会　勝田台病院 276-0024 八千代市勝田６２２－２

習志野 櫻井　健洋 内科、消化器科 医療法人思誠会　勝田台病院 276-0024 八千代市勝田６２２－２

習志野 鈴木　健一 脳神経外科 医療法人　思誠会　勝田台病院 276-0024 八千代市勝田６２２－２

習志野 湯谷　佐知子 脳神経内科 医療法人思誠会　勝田台病院 276-0024 八千代市勝田６２２－２

習志野 加藤　克彦 眼科 医療法人社団　藤和会　加藤眼科 276-0023 八千代市勝田台1－１４－７２

習志野 鬼倉　基之 内科、循環器内科・消化器内科 医療法人社団ONIKURA　鬼倉循環器内科クリニック 276-0023 八千代市勝田台１－２６－１３

習志野 久保田　智樹 皮膚科 勝田台クリニック 276-0023 八千代市勝田台１－３７－６勝田台メディカルビル２Ｆ

習志野 宇野　史洋 内科 うのクリニック 276-0023 八千代市勝田台２－１２－９

習志野 進藤　哲 内科 ふじホームクリニック 276-0023 八千代市勝田台２－４３－１

習志野 黒田　泰久 内科、消化器内科 くろだ内科クリニック 276-0023 八千代市勝田台７－２６－１７

習志野 川島　淳一 内科 医療法人社団光明会　川島内科医院 276-0023 八千代市勝田台７－３０－３

習志野 塩田　義彰 心療内科、精神科 医療法人社団良俊会　新井クリニック 276-0020 八千代市勝田台北３－４－２7

習志野 朝戸　健夫 外科 医療法人社団　惠仁会　セントマーガレット病院 276-0022 八千代市上高野４５０

習志野 美濃島　卓哉 外科 セントマーガレット病院 276-0022 八千代市上高野４５０

習志野 鬼木　俊行 循環器科 セントマーガレット病院 276-0022 八千代市上高野４５０

習志野 西山　美奈子 整形外科 医療法人社団恵仁会　セントマーガレット病院 276-0022 八千代市上高野４５０

習志野 鈴木　裕明 内科 セントマーガレット病院 276-0022 八千代市上高野４５０

習志野 石神　伸 リウマチ科、整形外科、リハビリテーション科、漢方内科 石神整形・リウマチクリニック 276-0027 八千代市村上１１１３－１村上団地１－４7

習志野 木暮　裕 内科 生きがい訪問診療所 276-0028 八千代市村上３５３０－９

習志野 水野　悟志 眼科 医療法人社団英正会　ローズ眼科クリニック 276-0029 八千代市村上南１ー３－１

習志野 庄司　治代 眼科 医療法人社団英正会　ローズ眼科クリニック 276-0029 八千代市村上南１－３－１フルルガーデン八千代２階

習志野 橋本　純一 整形外科 やちよ整形外科クリニック 276-0029 八千代市村上南5-6-3

習志野 中屋　次郎 内科、循環器内科 医療法人社団　清流会　大和田駅前クリニック 276-0045 八千代市大和田１０１１－２

習志野 寺島　史明 整形外科 医療法人社団市明会　寺島整形外科医院 276-0045 八千代市大和田８６０－１２

習志野 石井　茂充 眼科 いしい眼科 276-0046 八千代市大和田新田３２８－１

習志野 山口　朋奈 小児科 医療法人社団虹の会　なないろこどもクリニック 276-0046 八千代市大和田新田４５８－１０

習志野 臼井　亮介 腎臓内科 ROSE　GARDEN　クリニック 276-0046 八千代市大和田新田４６６－７

習志野 髙田　秀人 リウマチ・膠原病内科 東京女子医科大学八千代医療センター 276-8524 八千代市大和田新田４７７－９６

習志野 篠崎　和美 眼科 東京女子医科大学附属八千代医療センター 276-8524 八千代市大和田新田４７７－９６

習志野 豊口　光子 眼科 東京女子医科大学　八千代医療センター 276-8524 八千代市大和田新田４７７－９６

習志野 髙橋　洋平 眼科 東京女子医科大学附属八千代医療センター 276-8524 八千代市大和田新田４７７－９６

習志野 竹内　正樹 形成外科 東京女子医科大学　八千代医療センター 276-0046 八千代市大和田新田４７７－９６

習志野 長田　篤祥 形成外科 東京女子医科大学附属　八千代医療センター 276-8524 八千代市大和田新田４７７－９６

習志野 増田　道彦 血液・腫瘍内科 東京女子医科大学附属八千代医療センター 276-0046 八千代市大和田新田４７７－９６

習志野 黄　英哲 呼吸器外科 東京女子医科大学附属八千代医療センター 276-8524 八千代市大和田新田４７７－９６

習志野 長谷川　瑞江 呼吸器内科 東京女子医科大学附属八千代医療センター 276-8524 八千代市大和田新田４７７－９６

習志野 三枝　英人 耳鼻いんこう科 東京女子医科大学　八千代医療センター 276-0046 八千代市大和田新田４７７－９６

習志野 前田　恭世 耳鼻いんこう科 東京女子医科大学八千代医療センター 276-8524 八千代市大和田新田４７７－９６

習志野 門園　修 耳鼻いんこう科 東京女子医科大学　八千代医療センター 276-0046 八千代市大和田新田４７７－９６

習志野 中尾　元栄 循環器科 東京女子医科大学附属八千代医療センター 276-8524 八千代市大和田新田４７７－９６
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習志野 春田　昭二 循環器内科 東京女子医科大学　八千代医療センター 276-0046 八千代市大和田新田４７７－９６

習志野 長岡　宣幸 循環器内科 東京女子医科大学附属八千代医療センター 276-8524 八千代市大和田新田４７７－９６

習志野 本田　淳 循環器内科 東京女子医科大学　八千代医療センター 276-0046 八千代市大和田新田４７７－９６

習志野 安川　久美 小児科 東京女子医科大学附属八千代医療センター 276-0046 八千代市大和田新田４７７－９６

習志野 松井　拓也 小児科 東京女子医科大学　八千代医療センター 276-0046 八千代市大和田新田４７７－９６

習志野 前田　泰宏 小児科 東京女子医科大学　八千代医療センター 276-0046 八千代市大和田新田４７７－９６

習志野 白戸　由理 小児科 東京女子医科大学　八千代医療センター 276-0046 八千代市大和田新田４７７－９６

習志野 武藤　順子 小児科 東京女子医科大学　八千代医療センター 276-0046 八千代市大和田新田４７７－９６

習志野 林　北見 小児科 東京女子医科大学　　八千代医療センター 276-0046 八千代市大和田新田４７７－９６

習志野 濱田　洋通 小児科 東京女子医科大学　八千代医療センター 276-0046 八千代市大和田新田４７７－９６

習志野 髙梨　潤一 小児科 東京女子医科大学　八千代医療センター 276-0046 八千代市大和田新田４７７－９６

習志野 本田　隆文 小児科、小児集中治療科 東京女子医科大学　八千代医療センター 276-0046 八千代市大和田新田４７７－９６

習志野 幸地　克憲 小児外科 東京女子医科大学　　八千代医療センター 276-0046 八千代市大和田新田４７７－９６

習志野 新井田　達雄 消化器外科 東京女子医科大学　　八千代医療センター 276-0046 八千代市大和田新田４７７－９６

習志野 石多　猛志 消化器外科 東京女子医科大学　八千代医療センター 276-8524 八千代市大和田新田４７７－９６

習志野 樋口　亮太 消化器外科 東京女子医科大学附属八千代医療センター 276-8524 八千代市大和田新田４７７－９６

習志野 片桐　聡 消化器外科 東京女子医科大学　八千代医療センター 276-8524 八千代市大和田新田４７７－９６

習志野 新井　誠人 消化器内科 東京女子医科大学附属八千代医療センター 276-8524 八千代市大和田新田４７７－９６

習志野 杉山　晴俊 消化器内科 東京女子医科大学八千代医療センター 276-8524 八千代市大和田新田４７７－９６

習志野 西野　隆義 消化器内科 東京女子医科大学　　八千代医療センター 276-0046 八千代市大和田新田４７７－９６

習志野 白戸　美穂 消化器内科 東京女子医科大学　　八千代医療センター 276-0046 八千代市大和田新田４７７－９６

習志野 平松　健司 心臓血管外科 東京女子医科大学附属　八千代医療センター 276-8524 八千代市大和田新田４７７－９６

習志野 齋藤　博之 心臓血管外科 東京女子医科大学　八千代医療センター 276-8024 八千代市大和田新田４７７－９６

習志野 山本　直也 整形外科 東京女子医科大学　八千代医療センター 276-8524 八千代市大和田新田４７７－９６

習志野 水谷　潤 整形外科 東京女子医科大学附属　八千代医療センター 276-8524 八千代市大和田新田４７７－９６

習志野 谷口　浩人 整形外科 東京女子医科大学八千代医療センター 276-8524 八千代市大和田新田４７７－９６

習志野 伊藤　紗智子 糖尿病・内分泌代謝内科 東京女子医科大学八千代医療センター 276-8524 八千代市大和田新田４７７－９６

習志野 吉本　芽生 糖尿病・内分泌代謝内科 東京女子医科大学八千代医療センター 276-8524 八千代市大和田新田４７７－９６

習志野 石野　瑛子 糖尿病・内分泌代謝内科 東京女子医科大学　八千代医療センター 276-8524 八千代市大和田新田４７７－９６

習志野 米田　千裕 糖尿病・内分泌代謝内科 東京女子医科大学附属八千代医療センター 276-8524 八千代市大和田新田４７７－９６

習志野 橋本　尚武 糖尿病内分泌代謝内科 東京女子医科大学　　八千代医療センター 276-0046 八千代市大和田新田４７７－９６

習志野 春木　武徳 糖尿病内分泌代謝内科 東京女子医科大学附属八千代医療センター 276-8524 八千代市大和田新田４７７－９６

習志野 大沼　裕 糖尿病内分泌代謝内科 東京女子医科大学附属八千代医療センター 276-8524 八千代市大和田新田４７７－９６

習志野 川島　明次 脳神経外科 東京女子医科大学附属　八千代医療センター 276-0046 八千代市大和田新田４７７－９６

習志野 大橋　高志 脳神経内科 東京女子医科大学八千代医療センター 276-0046 八千代市大和田新田４７７－９６

習志野 乾　政志 泌尿器科 東京女子医科大学　八千代医療センター 276-8524 八千代市大和田新田４７７－９６

習志野 宮田　和法 皮膚科 東京女子医科大学八千代医療センター 276-8524 八千代市大和田新田４７７－９６

習志野 中野　一永 外科 なかのクリニック 276-0045 八千代市大和田新田５１０－２

習志野 土戸　啓史 内科、精神科、外科 MED　AGREE　CLINIC　やちよ 276-0046 八千代市大和田新田５９番地６８

習志野 阿部　惠子 眼科 めぐみ眼科 276-0046 八千代市大和田新田７６－４０

習志野 小林　浩人 整形外科 医療法人社団碩成会　島田台病院 276-0004 八千代市島田台887-7

習志野 山﨑　康朗 内科 医療法人社団　康雄会　山﨑内科 276-0034 八千代市八千代台西１－６－１　２Ｆ

習志野 山本　克志 皮膚科 八千代台皮膚科 276-0034 八千代市八千代台西１－６－１扇屋ビル２Ｆ

習志野 多田　吾行 神経内科、脳神経外科 医療法人社団純仁会　もと脳神経・内科クリニック 276-0034 八千代市八千代台西９－２－９

習志野 平野　光彦 内科、小児科 医療法人　社団　光敬会　平野内科医院 276-0032 八千代市八千代台東４－１４－７

習志野 張　邦光 内科、外科、泌尿器科 医療法人社団南河会　八千代台クリニック 276-0033 八千代市八千代台南１－３－５ＹＹビル１Ｆ

習志野 菅原　伸幸 皮膚科 医療法人社団　竹村会　菅原皮膚科医院 276-0033 八千代市八千代台南１－３－５ＹＹビル３Ｆ

習志野 加瀬　卓 外科 メディカルプラザ加瀬外科・加瀬眼科 276-0031 八千代市八千代台北１－７－１０

習志野 戸叶　嘉明 内科 戸叶医院 276-0031 八千代市八千代台北５－８－１１

習志野 寺島　久 内科 医療法人社団小羊会　長沼クリニック 276-0031 八千代市八千代台北６－１１－９

習志野 岸　雅彦 リハビリテーション科 一般社団法人巨樹の会　八千代リハビリテーション病院 276-0015 八千代市米本１８０８

習志野 古本　英晴 リハビリテーション科 一般社団法人巨樹の会　八千代リハビリテーション病院 276-0015 八千代市米本１８０８

習志野 東　陽一郎 リハビリテーション科 一般社団法人巨樹の会　八千代リハビリテーション病院 276-0015 八千代市米本１８０８

習志野 河村　勉 外科 医療法人社団心和会　新八千代病院 276-0015 八千代市米本２１６７

習志野 浅野　千尋 血液腫瘍内科 医療法人社団心和会　新八千代病院 276-0015 八千代市米本２１６７

習志野 兒玉　聖子 血液内科 医療法人社団心和会　新八千代病院 276-0015 八千代市米本２１６７

習志野 佐藤　昭寿 呼吸器内科 医療法人社団心和会　新八千代病院 276-0015 八千代市米本２１６７

習志野 山田　英夫 消化器外科 医療法人社団心和会　新八千代病院 276-0015 八千代市米本２１６７

習志野 森藤　雅彦 消化器外科 医療法人社団　心和会　新八千代病院 276-0015 八千代市米本２１６７

習志野 丸山　哲矢 消化器内科 医療法人社団心和会　新八千代病院 276-0015 八千代市米本２１６７

習志野 前田　泰久 内科 医療法人社団心和会　新八千代病院 276-0015 八千代市米本２１６７

習志野 天野　慎也 内科 新八千代病院 276-0015 八千代市米本２１６７

習志野 楠﨑　章 内科 新八千代病院 276-0015 八千代市米本２１６７

習志野 熊谷　亮 精神科 医療法人社団踏青会　下総病院 276-0015 八千代市米本２４７２－２

習志野 犬飼　良尚 内科 医療法人社団小羊会　八千代腎クリニック 276-0049 八千代市緑が丘１－１－１公園都市プラザ２F

習志野 谷口　稔弥 内科、循環器科 愛心クリニック 276-0049 八千代市緑が丘２－２－１０秋葉緑が丘ビル３０２

習志野 平澤　剛 眼科 つばさ眼科クリニック 276-0049 八千代市緑が丘３－１－１

習志野 川添　理代 内科 医療法人社団YGC　やちよ総合診療クリニック 276-0040 八千代市緑が丘西１－１５－４

習志野 沖　一匡 内科、アレルギー科、小児科、外科、整形外科、脳神経外科、泌尿器科、リハビリテーション科、麻酔科、救急科 医療法人社団YGC　やちよ総合診療クリニック 276-0040 八千代市緑が丘西１－１５－４

習志野 濱野　徹也 内科、消化器内科 浜野胃腸科外科医院 276-0040 八千代市緑が丘西２－１－４



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

令和４年１１月現在　難病指定医一覧

市川 山田　智子 内科 医療法人社団　祐希会　ひまわりクリニック 279-0023 浦安市高洲１－２－１

市川 山崎　康 外科 医療法人社団祐希会　ひまわりクリニック 279-0023 浦安市高洲１－２－１舞浜倶楽部新浦安フォーラム内１Ｆ

市川 原　聡 小児科 原小児科クリニック 279-0023 浦安市高洲１－９－９

市川 江東　玲子 内科 えとう医院 279-0023 浦安市高洲３－２－２

市川 森　芳久 リハビリテーション科 医療法人社団城東桐和会　タムス浦安病院 279-0023 浦安市高洲７－２－３２

市川 飯塚　正之 リハビリテーション科 タムス浦安病院 279-0023 浦安市高洲７－２－３２

市川 青柳　陽 小児科 医療法人社団浦安こども診療所 279-0042 浦安市東野３－４－１１ASMACI浦安１F

市川 高須　信美 脳神経外科 浦安中央病院 279-0042 浦安市東野３－４－１４

市川 髙須　雄一 脳神経外科 医療法人社団やしの木会　浦安中央病院 279-0042 浦安市東野３－４－１４

市川 杉山　和義 外科、乳腺外科、甲状腺科 杉山クリニック 279-0001 浦安市当代島１－１－１１　５Ｆ

市川 坂本　直人 内科、消化器内科、内視鏡内科 さかもと内視鏡クリニック 279-0001 浦安市当代島１－１－１１フォーレストビル３階

市川 小路　泰彦 胃腸科、こう門科 こみちクリニック 279-0001 浦安市当代島１－３－２７イワオビル３Ｆ

市川 牧野　毅 内科、小児科 医療法人財団恵仁会牧野クリニック 279-0001 浦安市当代島１－３－２９ＩＭビル

市川 窪田　忠夫 外科 東京ベイ・浦安市川医療センター 279-0001 浦安市当代島３－４－３２

市川 溝上　賢 外科 東京ベイ・浦安市川医療センター 279-0001 浦安市当代島３－４－３２

市川 横田　眞子 眼科 東京ベイ・浦安市川医療センター 279-0001 浦安市当代島３－４－３２

市川 則末　泰博 呼吸器内科、集中治療科 東京ベイ・浦安市川医療センター 279-0001 浦安市当代島３－４－３２

市川 江原　淳 呼吸器内科、総合内科 東京ベイ・浦安市川医療センター 279-0001 浦安市当代島３－４－３２

市川 坂井　昌人 産婦人科 東京ベイ・浦安市川医療センター 279-0001 浦安市当代島３－４－３２

市川 小船井　光太郎 循環器科 東京ベイ・浦安市川医療センター 279-0001 浦安市当代島３-４-３２

市川 野口　将彦 循環器科 東京ベイ・浦安市川医療センター 279-0001 浦安市当代島３－４－３２

市川 安西　有紀 小児科 東京ベイ・浦安市川医療センター 279-0001 浦安市当代島３－４－３２

市川 小野　真 小児科 公益社団法人地域医療振興協会 東京ベイ・浦安市川医療センター 279-0001 浦安市当代島３－４－３２

市川 神山　潤 小児科 東京ベイ・浦安市川医療センター 279-0001 浦安市当代島３-４-３２

市川 畠井　芳穂 小児科 東京ベイ・浦安市川医療センター 279-0001 浦安市当代島３－４－３２

市川 小笠原　有紀 小児外科 公益社団法人地域医療振興協会 東京ベイ・浦安市川医療センター 279-0001 浦安市当代島３－４－３２

市川 末吉　亮 小児外科 公益社団法人地域医療振興協会　東京ベイ・浦安市川医療センター 279-0001 浦安市当代島３－４－３２

市川 岡本　梨沙 消化器内科 公益社団法人地域医療振興協会　東京ベイ・浦安市川医療センター 279-0001 浦安市当代島３－４－３２

市川 山口　恵梨子 消化器内科 公益社団法人地域医療振興協会 東京ベイ・浦安市川医療センター 279-0001 浦安市当代島３－４－３２

市川 本村　廉明 消化器内科 公益社団法人地域医療振興協会 東京ベイ・浦安市川医療センター 279-0001 浦安市当代島３－４－３２

市川 伊藤　慎介 腎臓・内分泌・糖尿病内科 公益社団法人地域医療振興協会 東京ベイ・浦安市川医療センター 279-0001 浦安市当代島３－４－３２

市川 小林　道 腎臓・内分泌・糖尿病内科 公益社団法人地域医療振興協会 東京ベイ・浦安市川医療センター 279-0001 浦安市当代島３－４－３２

市川 坂井　正弘 腎臓・内分泌・糖尿病内科 / 総合内科 公益社団法人地域医療振興協会 東京ベイ・浦安市川医療センター 279-0001 浦安市当代島３－４－３２

市川 仲津留　恵日 整形外科 東京ベイ・浦安市川医療センター 279-0001 浦安市当代島３－４－３２

市川 富澤　將司 整形外科 東京ベイ・浦安市川医療センター 279-0001 浦安市当代島３－４－３２

市川 鈴木　利彦 総合内科、腎臓内科、内分泌代謝科 東京ベイ・浦安市川医療センター 279-0001 浦安市当代島３－４－３２

市川 平岡　栄治 内科 東京ベイ・浦安市川医療センター 279-0001 浦安市当代島３－４－３２

市川 三枝　邦康 脳神経外科 東京ベイ・浦安市川医療センター 279-0001 浦安市当代島３－４－３２

市川 木野　智幸 脳神経外科 公益社団法人地域医療振興協会 東京ベイ・浦安市川医療センター 279-0001 浦安市当代島３－４－３２

市川 杉田　陽一郎 脳神経内科 東京ベイ・浦安市川医療センター 279-0001 浦安市当代島３－４－３２

市川 江原　瑞枝 皮膚科 公益社団法人地域医療振興協会　東京ベイ・浦安市川医療センター 279-0001 浦安市当代島３－４－３２

市川 鹿島　佳代子 眼科 かつなんクリニック 279-0001 浦安市当代島３－５－１

市川 佐久間　大 内科、消化器内科 医療法人社団　メディカルガーデン新浦安 279-0013 浦安市日の出１－１－２５

市川 大前　由美 内科 医療法人新虎の門会　新浦安虎の門クリニック 279-0013 浦安市日の出2-1-5

市川 武藤　剛 内科 新浦安虎の門クリニック 279-0013 浦安市日の出２－１－５

市川 小宮山　伸之 内科、循環器科 新浦安虎の門クリニック 279-0013 浦安市日の出2－1－5

市川 遠藤　昭彦 整形外科 新浦安整形外科クリニック 279-0012 浦安市入船１－４－１

市川 小林　澄子 内科、麻酔科、ペインクリニック 小林クリニック 279-0012 浦安市入船１－４－１－６Ｆ

市川 大垣　光太郎 脳神経内科 新浦安内科・脳神経内科クリニック 279-0012 浦安市入船１－４－１イオンスタイル新浦安６階

市川 二宮　久子 眼科 二宮眼科 279-0012 浦安市入船１－５－２

市川 高橋　久子 内科 医療法人社団頌栄会　ベイシティクリニック 279-0012 浦安市入船１－５－２－１２Ｆ

市川 伊藤　晴夫 整形外科 医療法人社団颯晴会　メディカルガーデン整形外科 279-0012 浦安市入船１－５－２プライムタワー新浦安601号

市川 川端　秀仁 眼科 医療法人社団秀光会　かわばた眼科 279-0012 浦安市入船４－１－１

市川 内田　一好 内科、脳神経外科 浦安やなぎ通り診療所 279-0004 浦安市猫実２－１３－２６

市川 百瀬　隆行 眼科 ももせ眼科 279-0004 浦安市猫実４－１８－２６　２Ｆ

市川 鵜梶　実 内科 医療法人社団福秀会　浦安高柳病院 279-0004 浦安市猫実５－１１－１４

市川 新井　もとえ 内科 医療法人社団福秀会　浦安高柳病院 279-0004 浦安市猫実５－１１－１４

市川 関口　直哉 内科、リウマチ科 医療法人社団祐輝会　浦安せきぐちクリニック 279-0004 浦安市猫実5-17-27

市川 水野　太起 泌尿器科 水野クリニック 279-0004 浦安市猫実５－１８－２０ＫＯビル１階

市川 宮川　晃一 メンタルクリニック 順天堂大学医学部附属浦安病院 279-0021 浦安市富岡２－１－１

市川 宮田　真美子 メンタルクリニック 順天堂大学医学部附属浦安病院 279-0021 浦安市富岡２－１－１

市川 澤村　智子 メンタルクリニック 順天堂大学医学部附属浦安病院 279-0021 浦安市富岡２－１－１

市川 羽鳥　浩三 リハビリテーション科 順天堂大学医学部附属浦安病院 279-0021 浦安市富岡２－１－１

市川 見川　彩子 リハビリテーション科 順天堂大学医学部附属浦安病院 279-0021 浦安市富岡２－１－１

市川 林　明人 リハビリテーション科 順天堂大学医学部附属浦安病院 279-0021 浦安市富岡２－１－１

市川 永仮　邦彦 外科 順天堂大学医学部附属浦安病院 279-0021 浦安市富岡２－１－１

市川 吉川　征一郎 外科 順天堂大学医学部附属浦安病院 279-0021 浦安市富岡２－１－１

市川 須田　健 外科 順天堂大学医学部附属浦安病院 279-0021 浦安市富岡２－１－１

市川 藤田　知之 外科 順天堂大学医学部附属浦安病院 279-0021 浦安市富岡２－１－１

市川 福永　哲 外科 順天堂大学医学部附属浦安病院 279-0021 浦安市富岡２－１－１
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市川 海老原　伸行 眼科 順天堂大学医学部附属浦安病院 279-0021 浦安市富岡２－１－１

市川 吉村　亜美 眼科 順天堂大学医学部附属浦安病院 279-0021 浦安市富岡２－１－１

市川 玉城　和範 眼科 順天堂大学医学部附属浦安病院 279-0021 浦安市富岡２－１－１

市川 佐久間　俊郎 眼科 順天堂大学医学部附属浦安病院 279-0021 浦安市富岡２－１－１

市川 坂西　良仁 眼科 順天堂大学医学部附属浦安病院 279-0021 浦安市富岡２－１－１

市川 松澤　萌 眼科 順天堂大学医学部附属浦安病院 279-0021 浦安市富岡２－１－１

市川 新井　玲 眼科 順天堂大学医学部附属浦安病院 279-0021 浦安市富岡２－１－１

市川 堤　典子 眼科 順天堂大学医学部附属浦安病院 279-0021 浦安市富岡２－１－１

市川 眞下　圭太郎 眼科 順天堂大学医学部附属浦安病院 279-0021 浦安市富岡２－１－１

市川 岡本　健 救急診療科 順天堂大学医学部附属浦安病院 279-0021 浦安市富岡２－１－１

市川 中村　有紀 救急診療科 順天堂大学医学部附属浦安病院 279-0021 浦安市富岡２－１－１

市川 坂尻　さくら 血液内科 順天堂大学医学部附属浦安病院 279-0021 浦安市富岡２－１－１

市川 三森　徹 血液内科 順天堂大学医学部附属浦安病院 279-0021 浦安市富岡２－１－１

市川 新田　英昭 血液内科 順天堂大学医学部附属浦安病院 279-0021 浦安市富岡２－１－１

市川 瀧澤　春子 血液内科 順天堂大学医学部附属浦安病院 279-0021 浦安市富岡２－１－１

市川 飯塚　弘子 血液内科 順天堂大学医学部附属浦安病院 279-0021 浦安市富岡２－１－１

市川 野口　雅章 血液内科 順天堂大学医学部附属浦安病院 279-0021 浦安市富岡2-1-1

市川 舘　良輔 呼吸器外科 順天堂大学医学部附属浦安病院 279-0021 浦安市富岡２－１－１

市川 神津　吉基 呼吸器外科 順天堂大学医学部附属浦安病院 279-0021 浦安市富岡２－１－１

市川 佐々木　信一 呼吸器内科 順天堂大学医学部附属浦安病院 279-0021 浦安市富岡２－１－１

市川 中村　洸太 呼吸器内科 順天堂大学医学部附属浦安病院 279-0021 浦安市富岡２－１－１

市川 長島　修 呼吸器内科 順天堂大学医学部附属浦安病院 279-0021 浦安市富岡２－１－１

市川 南條　友央太 呼吸器内科 学校法人　順天堂　順天堂大学医学部附属浦安病院 279-0021 浦安市富岡２－１－１

市川 難波　由喜子 呼吸器内科 順天堂大学医学部附属浦安病院 279-0021 浦安市富岡２－１－１

市川 牧野　文彦 呼吸器内科 順天堂大学医学部附属浦安病院 279-0021 浦安市富岡２－１－１

市川 鈴木　洋平 呼吸器内科 順天堂大学医学部附属浦安病院 279-0021 浦安市富岡２－１－１

市川 吉田　幸洋 産婦人科 順天堂大学医学部附属浦安病院 279-0021 浦安市富岡２－１－１

市川 氏平　崇文 産婦人科 順天堂大学医学部附属浦安病院 279-0021 浦安市富岡２－１－１

市川 伊藤　伸 耳鼻いんこう科 順天堂大学医学部附属浦安病院 279-0021 浦安市富岡２－１－１

市川 井出　拓磨 耳鼻いんこう科 順天堂大学医学部附属浦安病院 279-0021 浦安市富岡２－１－１

市川 古川　正幸 耳鼻いんこう科 順天堂大学医学部附属浦安病院 279-0021 浦安市富岡２－１－１

市川 小林　優子 耳鼻いんこう科 順天堂大学医学部附属浦安病院 279-0021 浦安市富岡２－１－１

市川 肥後　隆三郎 耳鼻いんこう科 順天堂大学医学部附属浦安病院 279-0021 浦安市富岡２－１－１

市川 横山　健 循環器内科 順天堂大学医学部附属浦安病院 279-0021 浦安市富岡２－１－１

市川 宮﨑　哲朗 循環器内科 順天堂大学医学部附属浦安病院 279-0021 浦安市富岡２－１－１

市川 戸叶　隆司 循環器内科 順天堂大学医学部附属浦安病院 279-0021 浦安市富岡２－１－１

市川 高村　和久 循環器内科 順天堂大学医学部附属浦安病院 279-0021 浦安市富岡２－１－１

市川 小田切　史徳 循環器内科 順天堂大学医学部附属浦安病院 279-0021 浦安市富岡２－１－１

市川 大内　翔平 循環器内科 学校法人順天堂　順天堂大学医学部附属浦安病院 279-0021 浦安市富岡２－１－１

市川 尾崎　大 循環器内科 学校法人　順天堂大学医学部附属浦安病院 279-0021 浦安市富岡２－１－１

市川 牧　正彬 循環器内科 順天堂大学医学部附属浦安病院 279-0021 浦安市富岡２－１－１

市川 礒貝　浩之 循環器内科 順天堂大学医学部附属浦安病院 279-0021 浦安市富岡２－１－１

市川 髙須　清 循環器内科 順天堂大学医学部附属浦安病院 279-0021 浦安市富岡２－１－１

市川 宮平　憲 小児科 順天堂大学医学部附属浦安病院 279-0021 浦安市富岡２－１－１

市川 庄野　哲夫 小児科 順天堂大学医学部附属浦安病院 279-0021 浦安市富岡２－１－１

市川 松原　知代 小児科 順天堂大学医学部附属浦安病院 279-0021 浦安市富岡２－１－１

市川 織田　久之 小児科 順天堂大学医学部附属浦安病院 279-0021 浦安市富岡２－１－１

市川 新妻　隆広 小児科 順天堂大学医学部附属浦安病院 279-0021 浦安市富岡２－１－１

市川 水谷　亮 小児科 順天堂大学医学部附属浦安病院 279-0021 浦安市富岡２－１－１

市川 西﨑　直人 小児科 順天堂大学医学部附属浦安病院 279-0021 浦安市富岡２－１－１

市川 石川　有希美 小児科 順天堂大学医学部附属浦安病院 279-0021 浦安市富岡２－１－１

市川 嶋　泰樹 小児科 順天堂大学医学部附属浦安病院 279-0021 浦安市富岡２－１－１

市川 米山　俊之 小児科 順天堂大学医学部附属浦安病院 279-0021 浦安市富岡２－１－１

市川 眞弓　怜奈 小児科 順天堂大学医学部附属浦安病院 279-0021 浦安市富岡２－１－１

市川 齋藤　雪香 小児科 順天堂大学医学部附属浦安病院 279-0021 浦安市富岡２－１－１

市川 齊藤　真人 小児科 順天堂大学医学部附属浦安病院 279-0021 浦安市富岡２－１－１

市川 髙橋　健 小児科 順天堂大学医学部附属浦安病院 279-0021 浦安市富岡２－１－１

市川 岡﨑　任晴 小児外科 順天堂大学医学部附属浦安病院 279-0021 浦安市富岡２－１－１

市川 宮野　剛 小児外科 順天堂大学医学部附属浦安病院 279-0021 浦安市富岡２－１－１

市川 岡　伸一 消化器・一般外科 順天堂大学医学部附属浦安病院 279-0021 浦安市富岡２－１－１

市川 吉本　次郎 消化器・一般外科 学校法人順天堂　順天堂大学医学部附属浦安病院 279-0021 浦安市富岡２－１－１

市川 松井　亮太 消化器・一般外科 順天堂大学医学部附属浦安病院 279-0021 浦安市富岡２－１－１

市川 石﨑　陽一 消化器科、外科 順天堂大学医学部附属浦安病院 279-0021 浦安市富岡２－１－１

市川 大内　昌和 消化器科、外科 順天堂大学医学部附属浦安病院 279-0021 浦安市富岡２－１－１

市川 荻原　伸悟 消化器内科 順天堂大学医学部附属浦安病院 279-0021 浦安市富岡２－１－１

市川 岩本　志穗 消化器内科 順天堂大学医学部附属浦安病院 279-0021 浦安市富岡２－１－１

市川 降籏　誠 消化器内科 順天堂大学医学部附属浦安病院 279-0021 浦安市富岡２－１－１

市川 長田　太郎 消化器内科 順天堂大学医学部附属浦安病院 279-0021 浦安市富岡２－１－１

市川 北村　庸雄 消化器内科 順天堂大学医学部附属浦安病院 279-0021 浦安市富岡２－１－１

市川 稲葉　博隆 心臓血管外科 順天堂大学医学部附属浦安病院 279-0021 浦安市富岡２－１－１
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市川 針谷　明房 心臓血管外科 順天堂大学医学部附属浦安病院 279-0021 浦安市富岡２－１－１

市川 福田　裕光 腎・高血圧内科 順天堂大学医学部附属浦安病院 279-0021 浦安市富岡２－１－１

市川 林野　久紀 腎・高血圧内科 順天堂大学医学部附属浦安病院 279-0021 浦安市富岡２－１－１

市川 鈴木　仁 腎・高血圧内科 順天堂大学医学部附属浦安病院 279-0021 浦安市富岡２－１－１

市川 髙原　久嗣 腎・高血圧内科 順天堂大学医学部附属浦安病院 279-0021 浦安市富岡２－１－１

市川 丸山　祐一郎 整形外科 順天堂大学医学部附属浦安病院 279-0021 浦安市富岡２－１－１

市川 原　章 整形外科 順天堂大学医学部附属浦安病院 279-0021 浦安市富岡２－１－１

市川 工藤　俊哉 整形外科 順天堂大学医学部附属浦安病院 279-0021 浦安市富岡２－１－１

市川 佐野　圭 整形外科 順天堂大学医学部附属浦安病院 279-0021 浦安市富岡２－１－１

市川 糸魚川　善昭 整形外科 順天堂大学医学部附属浦安病院 279-0021 浦安市富岡２－１－１

市川 室谷　錬太郎 整形外科 順天堂大学医学部附属浦安病院 279-0021 浦安市富岡２－１－１

市川 前澤　克彦 整形外科 順天堂大学医学部附属浦安病院 279-0021 浦安市富岡２－１－１

市川 湯浅　崇仁 整形外科 順天堂大学医学部附属浦安病院 279-0021 浦安市富岡２－１－１

市川 丸山　俊秀 総合診療科 順天堂大学医学部附属浦安病院 279-0021 浦安市富岡２－１－１

市川 木所　昭夫 総合診療科 順天堂大学医学部附属浦安病院 279-0021 浦安市富岡２－１－１

市川 佐藤　博亮 糖尿病・内分泌内科 順天堂大学医学部附属浦安病院 279-0021 浦安市富岡２－１－１

市川 小谷野　肇 糖尿病・内分泌内科 順天堂大学医学部附属浦安病院 279-0021 浦安市富岡２－１－１

市川 登坂　祐佳 糖尿病・内分泌内科 順天堂大学医学部附属浦安病院 279-0021 浦安市富岡２－１－１

市川 片平　雄大 糖尿病・内分泌内科 順天堂大学医学部附属浦安病院 279-0021 浦安市富岡２－１－１

市川 安本　幸正 脳神経外科 順天堂大学医学部附属浦安病院 279-0021 浦安市富岡２－１－１

市川 伊藤　昌徳 脳神経外科 順天堂大学医学部附属浦安病院 279-0021 浦安市富岡２－１－１

市川 上野　英明 脳神経外科 順天堂大学医学部附属浦安病院 279-0021 浦安市富岡２－１－１

市川 石井　尚登 脳神経外科 順天堂大学医学部附属浦安病院 279-0021 浦安市富岡２－１－１

市川 堤　佐斗志 脳神経外科 順天堂大学医学部附属浦安病院 279-0021 浦安市富岡２－１－１

市川 栗田　尚英 脳神経内科 学校法人順天堂　順天堂大学医学部附属浦安病院 279-0021 浦安市富岡２－１－１

市川 山城　一雄 脳神経内科 順天堂大学医学部附属浦安病院 279-0021 浦安市富岡２－１－１

市川 小川　崇 脳神経内科 順天堂大学医学部附属浦安病院 279-0021 浦安市富岡２－１－１

市川 中村　亮太 脳神経内科 順天堂大学医学部附属浦安病院 279-0021 浦安市富岡２－１－１

市川 中島　翔 脳神経内科 順天堂大学医学部附属浦安病院 279-0021 浦安市富岡２－１－１

市川 渡邉　雅男 脳神経内科 順天堂大学医学部附属浦安病院 279-0021 浦安市富岡２－１－１

市川 卜部　貴夫 脳神経内科 順天堂大学医学部附属浦安病院 279-0021 浦安市富岡２－１－１

市川 上阪　裕香 泌尿器科 順天堂大学医学部附属浦安病院 279-0021 浦安市富岡２－１－１

市川 辻村　晃 泌尿器科 順天堂大学医学部附属浦安病院 279-0021 浦安市富岡２－１－１

市川 白井　雅人 泌尿器科 順天堂大学医学部附属浦安病院 279-0021 浦安市富岡２－１－１

市川 野﨑　大司 泌尿器科 順天堂大学医学部附属浦安病院 279-0021 浦安市富岡２－１－１

市川 一宮　紀子 皮膚科 順天堂大学医学部附属浦安病院 279-0021 浦安市富岡２－１－１

市川 金子　高英 皮膚科 順天堂大学医学部附属浦安病院 279-0021 浦安市富岡２－１－１

市川 栗原　麻菜 皮膚科 順天堂大学医学部附属浦安病院 279-0021 浦安市富岡２－１－１

市川 須賀　康 皮膚科 順天堂大学医学部附属浦安病院 279-0021 浦安市富岡２－１－１

市川 木村　有太子 皮膚科 順天堂大学医学部附属浦安病院 279-0021 浦安市富岡２－１－１

市川 髙森　建二 皮膚科 順天堂大学医学部附属浦安病院 279-0021 浦安市富岡２－１－１

市川 橋爪　茜 病理診断科 順天堂大学医学部附属浦安病院 279-0021 浦安市富岡２－１－１

市川 泉　浩 病理診断科 順天堂大学医学部附属浦安病院 279-0021 浦安市富岡２－１－１

市川 冨田　茂樹 病理診断科 順天堂大学医学部附属浦安病院 279-0021 浦安市富岡２－１－１

市川 菊地　奈央 放射線科 順天堂大学医学部附属浦安病院 279-0021 浦安市富岡2-1-1

市川 京極　伸介 放射線科 順天堂大学医学部附属浦安病院 279-0021 浦安市富岡２－１－１

市川 齋藤　アンネ　優子 放射線科 順天堂大学医学部附属浦安病院 279-0021 浦安市富岡２－１－１

市川 森　悠 麻酔科 順天堂大学医学部附属浦安病院 279-0021 浦安市富岡２-１-１

市川 神山　具也 麻酔科 順天堂大学医学部附属浦安病院 279-0021 浦安市富岡２－１－１

市川 神山　洋一郎 麻酔科 順天堂大学医学部附属浦安病院 279-0021 浦安市富岡２－１－１

市川 大和田　哲郎 麻酔科 順天堂大学医学部附属浦安病院 279-0021 浦安市富岡２－１－１

市川 渡部　晃士 麻酔科 順天堂大学医学部附属浦安病院 279-0021 浦安市富岡２－１－１

市川 髙橋　伸二 麻酔科 順天堂大学医学部附属浦安病院 279-0021 浦安市富岡２－１－１

市川 大久保　光夫 臨床検査医学科 順天堂大学医学部附属浦安病院 279-0021 浦安市富岡２－１－１

市川 森本　真司 膠原病・リウマチ内科 順天堂大学医学部附属浦安病院 279-0021 浦安市富岡２－１－１

市川 池田　圭吾 膠原病・リウマチ内科 順天堂大学医学部附属浦安病院 279-0021 浦安市富岡２－１－１

市川 平井　琢也 膠原病・リウマチ内科 順天堂大学医学部附属浦安病院 279-0021 浦安市富岡２－１－１

市川 片岡　裕子 膠原病・リウマチ内科 順天堂大学医学部附属浦安病院 279-0021 浦安市富岡２－１－１

市川 鈴木　智 膠原病・リウマチ内科 順天堂大学医学部附属浦安病院 279-0021 浦安市富岡２－１－１

市川 高須　二郎 泌尿器科 医療法人社団やしの木会　浦安中央公園クリニック 279-0021 浦安市富岡３－２－６

市川 佐藤　孝彦 内科 浦安駅前クリニック 279-0002 浦安市北栄１－１３－１３

市川 若原　直人 内科、眼科 ひとすみ眼科と内科のクリニック 279-0002 浦安市北栄１－１５－２７熊川１８ビル３階

市川 酒井　均 消化器内科 さかいクリニック 279-0002 浦安市北栄１－３－３４－２０２

市川 濱野　亮子 内科、小児科 優和クリニック 279-0002 浦安市北栄１－５－３２

市川 中山　祐佳 眼科 すもも実眼科中山 279-0002 浦安市北栄３－２６－７

市川 藤田　充 内科 医療法人社団　康栄会　浦安病院 279-0002 浦安市北栄４－１－１８

市川 森　直樹 内科、胃腸科 医療法人社団東恵会　浦安外科胃腸科医院 279-0002 浦安市北栄４－２１－１５

市川 金澤　美奈子 整形外科 医療法人社団隼整会　新浦安整形外科 279-0041 浦安市堀江１－３４－３４

市川 鈴木　芳明 内科 鈴木医院 279-0041 浦安市堀江1－35－28

市川 太田　千冬 内科、小児科、皮膚科、消化器内科 浦安ファミリークリニック 279-0041 浦安市堀江２－３０－８
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市川 太田　麻里子 内科、小児科、皮膚科、消化器内科 浦安ファミリークリニック 279-0041 浦安市堀江２－３０－８

市川 内田　哲郎 耳鼻いんこう科 新浦安セントラル耳鼻咽喉科・アレルギー科 279-0014 浦安市明海４－１－１ニューコースト新浦安３階

市川 藤田　省吾 外科 大野中央病院 272-0821 市川市下貝塚３－２０－３

市川 志保井　柳太郎 整形外科 医療法人社団嵐川　大野中央病院 272-0821 市川市下貝塚３－２０－３

市川 成島　和人 整形外科 大野中央病院 272-0821 市川市下貝塚３－２０－３

市川 長谷川　靖祐 整形外科 医療法人社団嵐川　大野中央病院 272-0821 市川市下貝塚３－２０－３

市川 武田　有啓 内科、消化器科 医療法人社団　清芳会　おにたか武田クリニック 272-0015 市川市鬼高２－２２－１８

市川 佐々木　森雄 内科、外科、小児外科、消化器内科 佐々木内科医院 272-0822 市川市宮久保2-1-27

市川 鈴木　雍人 内科 鈴木医院 272-0822 市川市宮久保３－４－２０

市川 河内　由布子 内科 医療法人社団健森会　まごころクリニック行徳 272-0133 市川市行徳駅前１－１２－１７奥村ビル１階

市川 越智　清純 内科 医療法人社団健森会　まごころクリニック行徳 270-0133 市川市行徳駅前１－１２－１７奧村ビル１F

市川 河野　安伸 内科、循環器内科 医療法人社団順河会　かわの内科循環器クリニック 272-0133 市川市行徳駅前１－１３－１８河幸第11ビル1階

市川 市田　久恵 内科、膠原病リウマチ科 医療法人社団　新穂会　行徳フラワー通りクリニック 272-0133 市川市行徳駅前１－２６－１２行徳駅前六甲ビル２階

市川 渡邉　賢治 内科、糖尿病内科、代謝内科 わたなべ糖内科クリニック 272-0133 市川市行徳駅前１－２６－４　アルマト―レ１階

市川 松林　保智 整形外科 仁整形外科 272-0133 市川市行徳駅前２－１－１１－２Ｆ

市川 渡邊　一弘 眼科 医療法人社団健医会　セントラル眼科クリニック 272-0133 市川市行徳駅前２－１３－１６

市川 安藤　修一 整形外科 あんどうファミリークリニック行徳 272-0133 市川市行徳駅前２－２１－７グランデュール峯﨑Ⅲ　１F

市川 佐久間　葉子 眼科 滝澤眼科 272-0133 市川市行徳駅前２－２６－２５

市川 中迫　利明 内科、外科、こう門科、胃腸科 行徳駅前クリニック 272-0133 市川市行徳駅前２－８－４

市川 越田　緑介 内科、外科、麻酔科 越田医院内科外科ペインクリニック 272-0814 市川市高石神３５－８

市川 野口　知志 内科、循環器科 野口クリニック 272-0013 市川市高谷１－６－１０

市川 狩野　俊和 リウマチ・膠原病科 国立国際医療研究センター国府台病院 272-8516 市川市国府台１－７－１

市川 山﨑　廣子 眼科 国立研究開発法人　国立国際医療研究センター　国府台病院 272-0827 市川市国府台１－７－１

市川 柴　玉珠 眼科 国立国際医療研究センター国府台病院 272-8516 市川市国府台１－７－１

市川 佐藤　輝彦 呼吸器内科 国立国際医療研究センター国府台病院 272-8516 市川市国府台１－７－１

市川 大藤　貴 呼吸器内科 国立研究開発法人　国立国際医療研究センター国府台病院 272-8516 市川市国府台１－７－１

市川 丸山　大輔 耳鼻いんこう科 国立研究開発法人　国立国際医療研究センター　国府台病院 272-8516 市川市国府台１－７－１

市川 宮本　秀高 耳鼻いんこう科 国立研究開発法人　国立国際医療研究センター国府台病院 272-8516 市川市国府台１－７－１

市川 渡邊　荘 耳鼻いんこう科 国立研究開発法人　国立国際医療研究センター国府台病院 272-8516 市川市国府台１－７－１

市川 田中　由利子 循環器科 独立行政法人　国立国際医療研究センター国府台病院 272-8516 市川市国府台１－７－１

市川 小林　貴 循環器内科 国立研究開発法人　国立国際医療研究センター国府台病院 272-8516 市川市国府台１－７－１

市川 上村　宗弘 循環器内科 国立研究開発法人　国立国際医療研究センター　国府台病院 272-8516 市川市国府台１－７－１

市川 伊藤　光一 消化器・肝臓内科 国立研究開発法人　国立国際医療研究センター国府台病院 272-8516 市川市国府台１－７－１

市川 嘉数　英二 消化器・肝臓内科 国立研究開発法人　国立国際医療研究センター国府台病院 272-8516 市川市国府台１－７－１

市川 溝上　雅史 消化器・肝臓内科 国立国際医療研究センター国府台病院 272-0827 市川市国府台１－７－１

市川 考藤　達哉 消化器・肝臓内科 国立国際医療研究センター国府台病院 272-8516 市川市国府台１－７－１

市川 今村　雅俊 消化器・肝臓内科 国立国際医療研究センター国府台病院 272-8516 市川市国府台１－７－１

市川 是永　匡紹 消化器・肝臓内科 国立国際医療研究センター国府台病院 272-8516 市川市国府台１－７－１

市川 青木　孝彦 消化器・肝臓内科 国立国際医療研究センター国府台病院 272-8516 市川市国府台１－７－１

市川 矢田　智之 消化器・肝臓内科 国立国際医療研究センター国府台病院 272-8516 市川市国府台１－７－１

市川 大澤　陽介 消化器科、肝臓内科 独立行政開発法人　国立国際医療研究センター国府台病院 272-8516 市川市国府台１－７－１

市川 関根　一智 消化器内科 国立研究開発法人国立国際医療研究センター国府台病院 272-8516 市川市国府台１－７－１

市川 上村　直実 消化器内科 国立国際医療研究センター国府台病院 272-8516 市川市国府台1-7-1

市川 池上　友梨佳 消化器内科 国立国際医療研究センター国府台病院 272-8516 市川市国府台１－７－１

市川 竹内　壯介 神経内科 国立研究開発法人　国立国際医療研究センター国府台病院 272-8516 市川市国府台１－７－１

市川 中川　量介 整形外科 国立研究開発法人国立国際医療研究センター国府台病院 272-8516 市川市国府台１－７－１

市川 藤本　和輝 整形外科 国立研究開発法人国立国際医療研究センター国府台病院 272-8516 市川市国府台１－７－１

市川 栁内　秀勝 総合内科、糖尿病・内分泌・代謝科 国立国際医療研究センター国府台病院 272-8516 市川市国府台１－７－１

市川 箱島　真理子 糖尿病・内分泌代謝科 国立研究開発法人　国立国際医療研究センター国府台病院 272-8516 市川市国府台１－７－１

市川 川口　明子 糖尿病内分泌代謝科 国立研究開発法人国立国際医療研究センター国府台病院 272-8516 市川市国府台１－７－１

市川 酒匂　赤人 内科 国立国際医療研究センター国府台病院 272-8516 市川市国府台１－７－１

市川 勝山　修行 内科 国立国際医療研究センター国府台病院 272-8516 市川市国府台１－７－１

市川 足立　洋希 内科 国立国際医療研究センター国府台病院 272-8516 市川市国府台１－７－１

市川 矢﨑　博久 内科 国立国際医療研究センター国府台病院 272-0827 市川市国府台１－７－１

市川 増井　良則 内科、リウマチ科 国立国際医療研究センター国府台病院 272-8516 市川市国府台１－７－１

市川 梶原　一輝 脳神経外科 国立研究開発法人国立国際医療研究センター国府台病院 272-8516 市川市国府台１－７－１

市川 佐久間　正寛 皮膚科 国立国際医療研究センター国府台病院 272-8516 市川市国府台１－７－１

市川 吉野　英 神経内科 吉野内科神経内科医院 272-0827 市川市国府台３－３－１６

市川 石川　千恵子 神経内科 吉野内科・神経内科医院 272-0827 市川市国府台３－３－１６

市川 馬島　徹 アレルギー科、呼吸器内科 国際医療福祉大学市川病院 272-0827 市川市国府台６－１－１４

市川 稲田　晴生 リハビリテーション科 国際医療福祉大学市川病院 272-0827 市川市国府台６－１－１４

市川 久保　仁 リハビリテーション科 国際医療福祉大学市川病院 272-0827 市川市国府台６－１－１４

市川 吉田　雅博 外科、人工透析 国際医療福祉大学市川病院 272-0827 市川市国府台６－１－１４

市川 今井　健太郎 呼吸器外科 国際医療福祉大学市川病院 272-0827 市川市国府台６－１－１４

市川 山口　学 呼吸器外科 国際医療福祉大学市川病院 272-0827 市川市国府台６－１－１４

市川 目黒　知己 循環器内科 国際医療福祉大学市川病院 272-0827 市川市国府台６－１－１４

市川 永井　瑞紀 消化器内科 国際医療福祉大学市川病院 272-0827 市川市国府台６－１－１４

市川 森下　鉄夫 消化器内科 国際医療福祉大学市川病院 272-0827 市川市国府台６－１－１４

市川 石橋　史明 消化器内科 国際医療福祉大学市川病院 272-0827 市川市国府台６－１－１４

市川 内山　智之 神経内科 国際医療福祉大学市川病院 272-0827 市川市国府台６－１－１４
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市川 別所　雅彦 整形外科 国際医療福祉大学市川病院 272-0827 市川市国府台６－１－１４

市川 永久保　昇治 精神科 医療法人　式場病院 272-0827 市川市国府台６－１－１４

市川 大辻　洋平 精神科 式場病院 272-0827 市川市国府台６－１－１４

市川 岩﨑　康夫 脳神経外科 国際医療福祉大学市川病院 272-0827 市川市国府台６－１－１４

市川 荻野　美恵子 脳神経内科 国際医療福祉大学市川病院 272-0827 市川市国府台６－１－１４

市川 菅原　三和 脳神経内科 国際医療福祉大学市川病院 272-0827 市川市国府台６－１－１４

市川 富永　奈保美 脳神経内科 国際医療福祉大学市川病院 272-0827 市川市国府台６－１－１４

市川 鈴木　大介 皮膚科 国際医療福祉大学市川病院 272-0827 市川市国府台６－１－１４

市川 佐藤　徹 胃腸科 さとうメディカルクリニック 272-0034 市川市市川１－１０－２

市川 佐賀　正道 眼科 市川シャポー眼科 272-0034 市川市市川１－１－１シャポー市川Ｂ１

市川 篠原　正明 消化器内科 市川肛門科・胃腸科クリニック 272-0034 市川市市川１－１２－２２市川サークルビル２Ｆ

市川 林　高太郎 内科、精神科 さくらライフ市川クリニック 272-0034 市川市市川１－１２－７金定ビル３階３０１号室

市川 山賀　亮之介 内科 やまが在宅クリニック 272-0034 市川市市川１－１５－２１－１Ｆ

市川 玉井　勇太 整形外科 玉井医院 272-0034 市川市市川１－２６－６

市川 佐々木　英悟 外科、形成外科、皮膚科 医療法人社団　市川ひふ科形成外科クリニック 272-0034 市川市市川１－３－１８ＳＲビル市川２階

市川 河田　聡 内科 メディカルプラザ市川駅 272-0034 市川市市川１－４－１０　市川ビル９階

市川 佐中　孜 内科 メディカルプラザ市川駅 272-0034 市川市市川１－４－１０　市川ビル９階

市川 中島　正巳 眼科 医療法人社団正勢会　市川なかじま眼科 272-0034 市川市市川１－４－１０－１１市川ビル

市川 本田　謙次郎 内科、腎臓内科、循環器内科、糖尿病内科、代謝内科、内分泌内科 市川駅前本田内科クリニック 272-0034 市川市市川１－７－１５カメイビル２階A

市川 金中　賀世 内科、リウマチ科 医療法人社団ゆうゆう舎　伊藤医院 272-0034 市川市市川１－９－１アオキビル３Ｆ

市川 岩川　善英 精神科、小児科 医療法人社団ゆうゆう舎　岩川小児科 272-0034 市川市市川１－９－１アオキビル７Ｆ

市川 木村　岳人 小児科 桜こどもクリニック市川 272-0034 市川市市川2－1－4Wakoukai Bldg.3F

市川 鈴木　博久 胃腸科 ひろ消化器内科クリニック 272-0034 市川市市川２－１－４Wakoukai Bldg.４Ｆ

市川 佐竹　良之 眼科 さたけ眼科 272-0034 市川市市川２－２－１２プロスペラール１階

市川 吉岡　雅之 神経内科 吉岡医院 272-0034 市川市市川２－２８－１５

市川 川島　淳子 アレルギー科、皮膚科 かわしま皮膚科 272-0033 市川市市川南１－１０－１－２１４ＡI-Linkタウンいちかわザ・タワーズウエスト

市川 山本　哲朗 内科、消化器内科 医療法人社団　やまもと消化器内科・肛門科 272-0033 市川市市川南１－１０－１ザ・タワーズウエスト２１６

市川 森石　丈二 整形外科 船橋整形外科市川クリニック 272-0033 市川市市川南１－１０－１ザタワーズウエスト２０６

市川 小川　健夫 内科、糖尿病内科 市川駅前おがわ内科 272-0033 市川市市川南１－１－１－２０５

市川 長谷川　次郎 眼科 医療法人社団　長谷川眼科クリニック 272-0033 市川市市川南１－１－１Ｉ－ｌｉｎｋタウンいちかわザタワーズイースト２１４

市川 長谷川　晶子 眼科 医療法人社団　長谷川眼科クリニック 272-0033 市川市市川南１－１－１Ｉ－ｌｉｎｋタウンいちかわザタワーズイースト２１４

市川 鈴木　大輔 消化器内科 市川すずき消化器・内視鏡クリニック 272-0033 市川市市川南１－５－２５

市川 齊藤　彰 内科、神経内科 柏の森クリニック 272-0014 市川市若宮３－４０－２９

市川 佐藤　秀樹 整形外科 医療法人　友康会　行徳中央クリニック 272-0136 市川市新浜１－１１－１

市川 伊藤　園江 眼科 伊藤眼科医院 272-0826 市川市真間２－１１－１７　薗部ビル２Ｆ

市川 茆原　忠夫 内科、アレルギー科、リウマチ科 茆原内科医院 272-0826 市川市真間２－１－２

市川 小菅　玄晴 内科、小児科、循環器内科 小菅医院 272-0825 市川市須和田１－２４－１５

市川 上白土　洋俊 内科、循環器科 上白土ハートクリニック 272-0824 市川市菅野１－７－１３

市川 小倉　正治 外科 東京歯科大学市川総合病院 272-8513 市川市菅野５－１１－１３

市川 小野　滋司 外科 東京歯科大学市川総合病院 272-8513 市川市菅野５－１１－１３

市川 松井　淳一 外科 東京歯科大学市川総合病院 272-8513 市川市菅野５－１１－１３

市川 浅原　史卓 外科 東京歯科大学市川総合病院 272-8513 市川市菅野５－１１－１３

市川 瀧川　穣 外科 東京歯科大学市川総合病院 272-8513 市川市菅野５－１１－１３

市川 長谷川　博俊 外科 東京歯科大学市川総合病院 272-8513 市川市菅野５－１１－１３

市川 山口　剛史 眼科 東京歯科大学市川総合病院 272-8513 市川市菅野５－１１－１３

市川 島﨑　潤 眼科 東京歯科大学市川総合病院 272-8513 市川市菅野５-１１-１３

市川 冨田　大輔 眼科 東京歯科大学市川総合病院 272-8513 市川市菅野５－１１－１３

市川 佐久間　恒 形成外科 東京歯科大学市川総合病院 272-8513 市川市菅野５－１１－１３

市川 田中　一郎 形成外科 東京歯科大学市川総合病院 272-8513 市川市菅野５－１１－１３

市川 藤井　貴子 形成外科 東京歯科大学市川総合病院 272-8513 市川市菅野５－１１－１３

市川 寺嶋　毅 呼吸器内科 東京歯科大学市川総合病院 272-8513 市川市菅野５－１１－１３

市川 松崎　達 呼吸器内科 東京歯科大学市川総合病院 272-8513 市川市菅野５－１１－１３

市川 中島　隆裕 呼吸器内科 東京歯科大学市川総合病院 272-8513 市川市菅野５－１１－１３

市川 堤　昭宏 呼吸器内科 東京歯科大学市川総合病院 272-8513 市川市菅野５－１１－１３

市川 吉丸　真澄 産婦人科 東京歯科大学市川総合病院 272-8513 市川市菅野５-１１-１３

市川 橋本　志歩 産婦人科 東京歯科大学市川総合病院 272-8513 市川市菅野５－１１－１３

市川 小川　真里子 産婦人科 東京歯科大学市川総合病院 272-8513 市川市菅野５－１１－１３

市川 髙松　潔 産婦人科 東京歯科大学市川総合病院 272-8513 市川市菅野５－１１－１３

市川 中島　庸也 耳鼻いんこう科 東京歯科大学市川総合病院 272-8513 市川市菅野５－１１－１３

市川 飯村　慈朗 耳鼻いんこう科 東京歯科大学市川総合病院 272-8513 市川市菅野５－１１－１３

市川 宮本　和享 循環器内科 東京歯科大学市川総合病院 272-8513 市川市菅野５－１１－１３

市川 助川　博章 循環器内科 東京歯科大学市川総合病院 272-8513 市川市菅野５－１１－１３

市川 大木　貴博 循環器内科 東京歯科大学市川総合病院 272-8513 市川市菅野５-１１-１３

市川 馬場　彰泰 循環器内科 東京歯科大学市川総合病院 272-8513 市川市菅野５－１１－１３

市川 澤野　充明 循環器内科 東京歯科大学市川総合病院 272-8513 市川市菅野５－１１－１３

市川 眞野　恵範 循環器内科 東京歯科大学市川総合病院 272-8513 市川市菅野５－１１－１３

市川 岩下　憲行 小児科 東京歯科大学市川総合病院 272-8513 市川市菅野５－１１－１３

市川 佐々木　悟郎 小児科 東京歯科大学市川総合病院 272-8513 市川市菅野５－１１－１３

市川 杉田　記代子 小児科 東京歯科大学市川総合病院 272-8513 市川市菅野５－１１－１３

市川 塚越　麗 小児科 東京歯科大学市川総合病院 272-8513 市川市菅野５－１１－１３
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市川 福島　裕之 小児科 東京歯科大学市川総合病院 272-8513 市川市菅野５－１１－１３

市川 蜂屋　瑠見 小児科 東京歯科大学市川総合病院 272-8513 市川市菅野５－１１－１３

市川 岸川　浩 消化器内科 東京歯科大学市川総合病院 272-8513 市川市菅野５－１１－１３

市川 財部　紗基子 消化器内科 東京歯科大学市川総合病院 272-0824 市川市菅野５－１１－１３

市川 中村　健二 消化器内科 東京歯科大学市川総合病院 272-8513 市川市菅野５－１１－１３

市川 尾城　啓輔 消化器内科 東京歯科大学市川総合病院 272-8513 市川市菅野５－１１－１３

市川 片山　正 消化器内科 東京歯科大学市川総合病院 272-8513 市川市菅野５－１１－１３

市川 井上　仁人 心臓血管外科 東京歯科大学市川総合病院 272-8513 市川市菅野５－１１－１３

市川 笠原　啓史 心臓血管外科 東京歯科大学市川総合病院 272-8513 市川市菅野５－１１－１３

市川 山邉　健太朗 心臓血管外科 東京歯科大学市川総合病院 272-8513 市川市菅野５－１１－１３

市川 申　範圭 心臓血管外科 東京歯科大学市川総合病院 272-8513 市川市菅野５－１１－１３

市川 岡田　聡 神経内科 東京歯科大学市川総合病院 272-8513 市川市菅野５－１１－１３

市川 柴田　護 神経内科 東京歯科大学市川総合病院 272-8513 市川市菅野５－１１－１３

市川 小泉　健三 神経内科 東京歯科大学市川総合病院 272-8513 市川市菅野５－１１－１３

市川 森本　悟 神経内科 東京歯科大学市川総合病院 272-8513 市川市菅野５－１１－１３

市川 南　和志 神経内科 東京歯科大学市川総合病院 272-8513 市川市菅野５－１１－１３

市川 穴澤　卯圭 整形外科 東京歯科大学市川総合病院 272-8513 市川市菅野５－１１－１３

市川 青山　龍馬 整形外科 東京歯科大学市川総合病院 272-8513 市川市菅野５－１１－１３

市川 渡部　逸央 整形外科 東京歯科大学市川総合病院 272-8513 市川市菅野５－１１－１３

市川 藤田　成人 整形外科 東京歯科大学市川総合病院 272-8513 市川市菅野５－１１－１３

市川 堀田　拓 整形外科 東京歯科大学市川総合病院 272-8513 市川市菅野５－１１－１３

市川 髙橋　勇一朗 整形外科 東京歯科大学市川総合病院 272-8513 市川市菅野５－１１－１３

市川 阿部　大地 内科 東京歯科大学市川総合病院 272-8513 市川市菅野５－１１－１３

市川 宇都　飛鳥 内科 東京歯科大学市川総合病院 272-8513 市川市菅野５－１１－１３

市川 坂巻　裕介 内科 東京歯科大学市川総合病院 272-8513 市川市菅野５-１１-１３

市川 松本　公宏 内科 東京歯科大学市川総合病院 272-8513 市川市菅野５－１１－１３

市川 仁科　牧子 内科 東京歯科大学市川総合病院 272-8513 市川市菅野５－１１－１３

市川 瀬田　範行 内科 東京歯科大学市川総合病院 272-8513 市川市菅野５－１１－１３

市川 大久保　佳昭 内科 東京歯科大学市川総合病院 272-8513 市川市菅野５－１１－１３

市川 徳山　博文 内科 東京歯科大学市川総合病院 272-8513 市川市菅野５－１１－１３

市川 西田　次郎 内科、消化器内科 東京歯科大学市川総合病院 272-8513 市川市菅野５－１１－１３

市川 井上　賢 脳神経外科 東京歯科大学市川総合病院 272-8513 市川市菅野５－１１－１３

市川 菅　貞郎 脳神経外科 東京歯科大学市川総合病院 272-8513 市川市菅野５－１１－１３

市川 片山　正輝 脳神経外科 東京歯科大学市川総合病院 272-8513 市川市菅野５－１１－１３

市川 伊藤　祐二郎 泌尿器科 東京歯科大学市川総合病院 272-8513 市川市菅野５－１１－１３

市川 香野　日高 泌尿器科 東京歯科大学市川総合病院 272-8513 市川市菅野５－１１－１３

市川 萩生田　純 泌尿器科 東京歯科大学市川総合病院 272-8513 市川市菅野５－１１－１３

市川 中川　健 泌尿器科、透析センター 東京歯科大学市川総合病院 272-8513 市川市菅野５－１１－１３

市川 河野　通良 皮膚科 東京歯科大学市川総合病院 272-8513 市川市菅野５－１１－１３

市川 細川　僚子 皮膚科 東京歯科大学市川総合病院 272-8513 市川市菅野５－１１－１３

市川 馬場　裕子 皮膚科 東京歯科大学市川総合病院 272-8513 市川市菅野５－１１－１３

市川 髙橋　慎一 皮膚科 東京歯科大学市川総合病院 272-8513 市川市菅野５－１１－１３

市川 山添　真治 放射線科 東京歯科大学市川総合病院 272-8513 市川市菅野５－１１－１３

市川 小橋　優子 放射線科 東京歯科大学市川総合病院 272-8513 市川市菅野５－１１－１３

市川 池田　耕士 放射線科 東京歯科大学市川総合病院 272-8513 市川市菅野５－１１－１３

市川 金子　慶虎 内科、胃腸科、外科 かねこ医院 272-0832 市川市曽谷５－５－５

市川 齊藤　功 内科、循環器科 齊藤医院 272-0832 市川市曽谷６－２４－２６

市川 成毛　哲 内科、小児科、消化器内科 成毛医院 272-0143 市川市相之川３－１－２２

市川 増田　美央 内科、糖尿病内科 ベリークリニック 272-0143 市川市相之川４－１４－１０　１Ｆ

市川 岡村　淳 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

市川 髙橋　浩文 リウマチ科 たかはしクリニック 272-0143 市川市相之川４－１５－３

市川 新妻　晋一郎 内科、小児科、皮膚科、循環器内科、腎臓内科、消化器内科 医療法人社団鳳和会　南行徳駅前クリニック 272-0143 市川市相之川４－５－８南行徳メディカルスクエア２Ｆ

市川 内藤　明日香 内科 大柏内科クリニック 272-0801 市川市大町４８９－１１

市川 久木　良平 内科、小児科 医療法人社団あさひな会　ひさきファミリークリニック 272-0805 市川市大野町２－１０７－１

市川 岸　雅人 内科、アレルギー科、呼吸器内科 きし内科クリニック 272-0025 市川市大和田２－１３－２７

市川 佐多　謙 内科、麻酔科 おおわだ佐多クリニック 272-0025 市川市大和田３－２５－８

市川 佐藤　拓道 内科、呼吸器科、循環器科、在宅診療科 上田医院 272-0835 市川市中国分２－１１－６

市川 上田　聡 内科、呼吸器科、消化器科、循環器科、アレルギー科 上田医院 272-0835 市川市中国分２－１１－６

市川 福谷　英成 内科 福谷内科医院 272-0835 市川市中国分３－１２－７

市川 忠岡　信彦 内科 吉田　クリニック 272-0833 市川市東国分２－１－４

市川 松丸　剛 内科、循環器内科 松丸メディカルクリニック 272-0823 市川市東菅野１－１５－１

市川 日比　哲夫 脳神経外科 日比医院 272-0823 市川市東菅野２－５－２２

市川 白石　仁志 整形外科 白石整形外科クリニック 272-0138 市川市南行徳１－１６－５スライヴ２１（２Ｆ）

市川 古谷　徹 内科 医療法人社団慈仁会　ふるや内科クリニック 272-0138 市川市南行徳1-18-6-1Ｄ

市川 佐藤　節 眼科 サトウ眼科クリニック 272-0138 市川市南行徳１－９－１５－２０１

市川 島田　多佳志 内科、アレルギー科、皮膚科 島田クリニック 272-0804 市川市南大野２－１２－６

市川 津嶋　秀史 内科、外科、消化器内科 日下部クリニック 272-0023 市川市南八幡３－４－１５戸佐ビル２階

市川 関谷　武司 内科、消化器科 若葉クリニック 272-0023 市川市南八幡４-１０-１６

市川 森　秀樹 内科、外科 森クリニック 272-0023 市川市南八幡４－１５－１９大和マンション１階

市川 岩倉　芳倫 内科 青葉メディカルケアクリニック 272-0023 市川市南八幡４－４－２６２階
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市川 大和田　明彦 内科、アレルギー科、小児科、呼吸器内科 医療法人社団かをる会　おおわだ内科呼吸器内科 272-0023 市川市南八幡４－７－１３シャンポール本八幡２０３

市川 佐々木　望 小児科 医療法人おひさまの会　サンサンこどもクリニック 272-0023 市川市南八幡４－７－９ラ・パシフィックビルＣ　２階

市川 眞山　和徳 小児科 医療法人おひさまの会　サンサンこどもクリニック 272-0023 市川市南八幡４－７－９ラ・パシフィックビルＣ　２階

市川 飯島　幸雄 眼科 南八幡眼科クリニック 272-0023 市川市南八幡４－８－１５大田ビル２Ｆ

市川 岩渕　秀大 内科 医療法人社団聖進会　市川東病院 272-0001 市川市二俣２－１４－３

市川 寺島　正浩 内科 医療法人社団聖進会　市川東病院 272-0001 市川市二俣２－１４－３

市川 中沢　裕貴 内科 市川東病院 272-0001 市川市二俣２－１４－３

市川 藤本　竜也 内科 医療法人社団聖進会　市川東病院 272-0001 市川市二俣２－１４－３

市川 福島　剛志 脳神経内科 市川東病院 272-0001 市川市二俣２－１４－３

市川 川上　一盛 泌尿器科 医療法人社団聖進会　市川東病院 272-0001 市川市二俣２－１４－３

市川 石田　順治 内科 行徳中央病院 272-0135 市川市日之出１７－１６

市川 小宮山　剛平 リハビリテーション科 医療法人社団城東桐和会　タムス市川リハビリテーション病院 272-0802 市川市柏井町４－２２９－４

市川 藤田　宏夫 小児科 藤田小児科医院 272-0021 市川市八幡１－２－１

市川 小田中　順 内科 医療法人社団　順勇会　おだなか医院 272-0021 市川市八幡２－５－８

市川 山田　隆一 内科、呼吸器科、泌尿器科 医療法人社団市和会　東葛クリニック市川 272-0021 市川市八幡２－５－８ガレリア・サーラ３Ｆ

市川 岩澤　秀明 内科、腎臓内科 秀栄クリニック 272-0021 市川市八幡３－２０－１１

市川 松橋　和久 内科、循環器内科　心臓内科 本八幡セントラル内科クリニック 272-0021 市川市八幡３－３－３アイビスビルＢ１Ｆ

市川 田中　浩司 胃腸内科 医療法人社団美優会　たなか胃腸クリニック本八幡 272-0021 市川市八幡３－３－３アイビスビル地下１Ｆ

市川 清水　透 内科 清水クリニック 272-0021 市川市八幡３－４－１２

市川 三橋　広光 脳神経外科 みつはしクリニック 272-0021 市川市八幡３－５－１　キャピタルタワー２Ｆ

市川 大塚　智博 内科、呼吸器科、アレルギー科、リウマチ科、小児科 大塚医院 272-0021 市川市八幡４－９－７

市川 篠原　恵 整形外科、リハビリテーション科 整形外科しのはらクリニック 272-0021 市川市八幡６－４－６

市川 岩原　正純 アレルギー科、小児科 いわはらキッズクリニック 272-0115 市川市富浜２－１４－４－２０１

市川 竹林　宏 眼科 竹林眼科 272-0115 市川市富浜２－１４－４ヴァンテアンビル３Ｆ

市川 水野　優起 アレルギー科、皮膚科 みずの皮フ科医院 272-0115 市川市富浜２－１４－５

市川 伊藤　敬志 内科、精神科、脳神経内科 医療法人社団アウル　いちかわ内科脳神経内科 272-0031 市川市平田２－７－２

市川 伊藤　一郎 脳神経内科 いちかわ内科脳神経内科 272-0031 市川市平田２－７－２

市川 大谷　一郎 内科、脳神経外科 大谷医院 272-0031 市川市平田４－４－１

市川 東風　貢 外科 一条会病院 272-0836 市川市北国分４－２６－１

市川 遠藤　勝久 眼科 医療法人社団一条会　一条会病院 272-0836 市川市北国分４－２６－１

市川 菊池　裕 外科 医療法人社団　菊池外科医院 272-0815 市川市北方１－１７－２３

市川 小林　靖幸 内科、小児科 小林医院 272-0815 市川市北方１－９－１４

市川 立石　修 内科、循環器科 たていし内科 272-0815 市川市北方２－５－１２

市川 藤巻　敏郎 眼科 藤巻眼科クリニック 272-0815 市川市北方２－７－１６

市川 福田　美絵子 内科、小児科、外科、整形外科、脳神経外科 いざなぎクリニック 272-0837 市川市堀之内３－２３－１３

市川 小町谷　恭平 内科 医療法人社団北国分内科・皮膚科クリニック 272-0837 市川市堀之内3-28-25

市川 百村　励 整形外科 もも整形外科 272-0837 市川市堀之内４－１１－２１

市川 御子神　由紀子 リハビリテーション科 医療法人財団明理会 行徳総合病院 272-0103 市川市本行徳５５２５－２

市川 山本　裕之 外科 医療法人財団明理会 行徳総合病院 272-0103 市川市本行徳５５２５－２

市川 國安　哲史 外科 医療法人財団明理会 行徳総合病院 272-0103 市川市本行徳５５２５－２

市川 矢野　英人 循環器内科 医療法人財団明理会 行徳総合病院 272-0103 市川市本行徳５５２５－２

市川 後藤　昌英 小児科 医療法人財団明理会　行徳総合病院 272-0103 市川市本行徳５５２５－２

市川 山本　康英 消化器内科 医療法人財団明理会　行徳総合病院 272-0103 市川市本行徳５５２５－２

市川 大倉　幸和 消化器内科 医療法人財団明理会　行徳総合病院 272-0103 市川市本行徳５５２５－２

市川 畑森　裕之 消化器内科 医療法人財団明理会　行徳総合病院 272-0103 市川市本行徳５５２５－２

市川 村岡　新 心臓血管外科 医療法人財団明理会 行徳総合病院 272-0103 市川市本行徳５５２５－２

市川 西宮　仁 神経内科 行徳総合病院 272-0103 市川市本行徳5525-2

市川 山村　知里 腎臓内科 医療法人財団明理会　行徳総合病院 272-0103 市川市本行徳５５２５－２

市川 村澤　昌 腎臓内科 医療法人財団明理会 行徳総合病院 272-0103 市川市本行徳５５２５－２

市川 青山　雅則 内科、腎臓内科 行徳総合病院 272-0103 市川市本行徳5525-2

市川 峯　清一郎 脳神経外科 医療法人財団明理会 行徳総合病院 272-0103 市川市本行徳５５２５－２

市川 岩村　晃秀 脳神経内科 行徳総合病院 272-0103 市川市本行徳５５２５-２

市川 髙橋　基 皮膚科 行徳総合病院 272-0103 市川市本行徳５５２５-２

市川 畑中　正行 外科 医療法人財団　明理会　行徳総合病院 272-0103 市川市本行徳5525番地2

市川 豊田　暢彦 外科 医療法人財団明理会　行徳総合病院 272-0103 市川市本行徳５５２５番地２

市川 三羽　英之 形成外科 医療法人財団明理会 行徳総合病院 272-0103 市川市本行徳５５２５番地２

市川 加藤　義紘 循環器内科 医療法人財団明理会 行徳総合病院 272-0103 市川市本行徳５５２５番地２

市川 磯﨑　桂太朗 小児科 医療法人財団明理会 行徳総合病院 272-0103 市川市本行徳５５２５番地２

市川 北川　寛之 整形外科 医療法人財団明理会 行徳総合病院 272-0103 市川市本行徳５５２５番地２

市川 岩野　圭二 内科、循環器内科 医療法人財団明理会　行徳総合病院 272-0103 市川市本行徳５５２５番地２

市川 森岡　弓子 内科、消化器内科 医療法人財団明理会　行徳総合病院 272-0103 市川市本行徳５５２５番地２

市川 葛上　浩子 内科、腎臓内科 医療法人財団明理会 行徳総合病院 272-0103 市川市本行徳５５２５番地２

市川 川平　千絵 アレルギー科、皮膚科 医療法人社団良洋会くるみ皮膚科クリニック 272-0132 市川市湊新田２－３－１

市川 西村　慶子 皮膚科 医療法人社団　良洋会　くるみ皮膚科クリニック 272-0132 市川市湊新田２－３－１

市川 奥村　弘史 内科、循環器内科 いちかわハートクリニック 272-0111 市川市妙典４－１０－２８クリサンテーム妙典Ⅱ

市川 真崎　友宏 整形外科 医療法人社団　慈宏会　まさき整形外科 272-0111 市川市妙典４－３－１０

市川 稲田　誠 内科、小児科 いなだクリニック 272-0111 市川市妙典４－３－１０ベルメゾン２０１

市川 飯田　享司 眼科 いいだ眼科 272-0111 市川市妙典４－５－２５ベルサンモール３号室

松戸 仁科　大 心臓血管外科 我孫子つくし野病院 270-1164 我孫子市つくし野１３１-１

松戸 池亀　信 内科、外科 我孫子つくし野病院 270-1164 我孫子市つくし野１３１－１
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松戸 竹田　康 内科、循環器内科 医療法人社団竹峰会　竹田内科医院 270-1164 我孫子市つくし野６－５－１

松戸 小川　学 眼科 医療法人社団千輝会　我孫子おがわ眼科 270-1166 我孫子市我孫子１－１－２２アラベスクビル５階

松戸 古谷野　妙子 皮膚科 医療法人社団創健会　こやの皮フ科 270-1166 我孫子市我孫子１－１７－２０

松戸 大城　充 外科、消化器外科 医療法人社団太公会　我孫子東邦病院 270-1166 我孫子市我孫子１８５１－１

松戸 澤谷　哲央 消化器科、一般外科 医療法人社団　太公会　我孫子東邦病院 270-1166 我孫子市我孫子１８５１－１

松戸 山崎　智也 泌尿器科 医療法人社団太公会　我孫子東邦病院 270-1166 我孫子市我孫子１８５１－１

松戸 大槻　英男 泌尿器科 医療法人社団　太公会　我孫子東邦病院 270-1166 我孫子市我孫子１８５１－１

松戸 藤尾　圭 泌尿器科 医療法人社団太公会　我孫子東邦病院 270-1166 我孫子市我孫子１８５１－１

松戸 高橋　一昭 外科 社会医療法人社団蛍水会　名戸ヶ谷あびこ病院 270-1166 我孫子市我孫子１８５５－１

松戸 篠田　雅央 外科 社会医療法人社団蛍水会　名戸ヶ谷あびこ病院 270-1166 我孫子市我孫子１８５５－１

松戸 潘　宣超 外科 社会医療法人社団　蛍水会　名戸ヶ谷あびこ病院 270-1166 我孫子市我孫子１８５５－１

松戸 工藤　裕弘 耳鼻咽喉科 社会医療法人社団蛍水会　名戸ヶ谷あびこ病院 270-1166 我孫子市我孫子１８５５－１

松戸 奥村　恵子 小児科 社会医療法人社団蛍水会　名戸ヶ谷あびこ病院 270-1166 我孫子市我孫子１８５５－１

松戸 栗山　裕 小児科、小児外科 社会医療法人社団蛍水会　名戸ヶ谷あびこ病院 270-1166 我孫子市我孫子１８５５－１

松戸 伊藤　崇 整形外科 社会医療法人社団蛍水会　名戸ヶ谷あびこ病院 270-1166 我孫子市我孫子１８５５－１

松戸 塩野　寬大 整形外科 社会医療法人社団蛍水会　名戸ヶ谷あびこ病院 270-1166 我孫子市我孫子１８５５－１

松戸 青山　隆 整形外科 社会医療法人社団 蛍水会　名戸ヶ谷あびこ病院 270-1166 我孫子市我孫子１８５５－１

松戸 太枝　徹 内科 名戸ヶ谷あびこ病院 270-1166 我孫子市我孫子１８５５－１

松戸 富山　順治 内科 社会医療法人社団蛍水会　名戸ヶ谷あびこ病院 270-1166 我孫子市我孫子１８５５－１

松戸 葛綿　翔一郎 脳神経外科 社会医療法人社団蛍水会　名戸ヶ谷あびこ病院 270-1166 我孫子市我孫子１８５５－１

松戸 佐藤　祐司 脳神経外科 社会医療法人社団蛍水会　名戸ヶ谷あびこ病院 270-1166 我孫子市我孫子１８５５－１

松戸 星野　茂 内科、神経内科、脳神経外科 医療法人社団湖仁会　ほしの脳神経クリニック 270-1166 我孫子市我孫子４－４３－１７

松戸 菅森　毅士 整形外科 すがもり整形外科医院 270-1166 我孫子市我孫子４－８－２０

松戸 藤田　博紀 眼科 藤田眼科 270-1132 我孫子市湖北台１－１－３

松戸 大久保　剛 消化器科 医療法人社団順我会　高野山胃腸科内科 270-1145 我孫子市高野山２８５-３

松戸 東　吉志 内科、循環器内科 医療法人社団優朗会　根戸クリニック 270-1168 我孫子市根戸１７４７－６

松戸 今西　啓 大腸肛門科 医療法人社団康喜会　東葛辻仲病院 270-1168 我孫子市根戸９４６－１

松戸 松尾　惠五 大腸肛門科 医療法人社団康喜会　東葛辻仲病院 270-1168 我孫子市根戸字堀尻９４６－１

松戸 川西　輝貴 大腸肛門科 医療法人社団康喜会　東葛辻仲病院 270-1168 我孫子市根戸字堀尻９４６－１

松戸 鵜瀞　条 大腸肛門外科 医療法人社団　康喜会　東葛辻仲病院 270-1168 我孫子市根戸字堀尻９４６－１

松戸 岡田　滋 大腸肛門外科 医療法人社団　康喜会　東葛辻仲病院 270-1168 我孫子市根戸字堀尻９４６－１

松戸 森　修三 大腸肛門外科 医療法人社団康喜会　東葛辻仲病院 270-1168 我孫子市根戸字堀尻９４６－１

松戸 池上　玲一 大腸肛門外科 医療法人社団　康喜会 東葛辻仲病院 270-1168 我孫子市根戸字堀尻９４６-１

松戸 堀　光 外科 医療法人社団聖仁会　我孫子聖仁会病院 270-1177 我孫子市柴崎１３００

松戸 中村　仁 眼科 医療法人社団聖仁会　我孫子聖仁会病院 270-1177 我孫子市柴崎１３００

松戸 矢部　美香子 眼科 医療法人社団聖仁会　我孫子聖仁会病院 270-1177 我孫子市柴崎１３００

松戸 石山　典幸 整形外科 医療法人社団聖仁会　我孫子聖仁会病院 270-1177 我孫子市柴崎１３００

松戸 為本　浩至 内科 医療法人社団聖仁会　我孫子聖仁会病院 270-1177 我孫子市柴崎１３００

松戸 松本　浩之 内科 医療法人社団聖仁会　我孫子聖仁会病院 270-1177 我孫子市柴崎１３００

松戸 植草　英恵 内科 医療法人社団聖仁会　我孫子聖仁会病院 270-1177 我孫子市柴崎１３００

松戸 田中　康夫 内科 医療法人社団聖仁会　我孫子聖仁会病院 270-1177 我孫子市柴崎１３００

松戸 野本　靖史 内科、緩和科 医療法人社団聖仁会　我孫子聖仁会病院 270-1177 我孫子市柴崎１３００

松戸 和田　仁 泌尿器科、透析科 医療法人社団聖仁会　我孫子聖仁会病院 270-1177 我孫子市柴崎１３００

松戸 浅見　祐子 婦人科 医療法人社団聖仁会　我孫子聖仁会病院 270-1177 我孫子市柴崎１３００

松戸 渡邉　和義 消化器科 医療法人社団聖和会　天王台消化器病院 270-1176 我孫子市柴崎台１－１８－３８

松戸 林　朋之 消化器科 医療法人社団聖和会　天王台消化器病院 270-1176 我孫子市柴崎台１－１８－３８

松戸 今川　篤子 内科、神経内科 医療法人財団東京勤労者医療会　あびこ診療所 270-1176 我孫子市柴崎台２－１－３

松戸 花ヶ崎　和夫 内科 社会福祉法人けやきの里クリニック 270-1173 我孫子市青山４１７番

松戸 花島　寛治 内科、循環器科 花島内科クリニック 270-1121 我孫子市中峠１２５６－２

松戸 花島　麻紀 内科、皮膚科 花島内科クリニック 270-1121 我孫子市中峠１２５６－２

松戸 柴田　朋宏 眼科 柴田眼科 270-1143 我孫子市天王台１－１－３４

松戸 御藤　良裕 皮膚科 医療法人社団良翔会　天王台皮フ科クリニック 270-1143 我孫子市天王台２－８－５

松戸 植村　豊 内科 ケアナーシングワイズ外科・内科クリニック 270-1143 我孫子市天王台４－３－２８

松戸 森　勇樹 整形外科 医療法人森クリニック　もり整形外科クリニック 270-1101 我孫子市布佐２４５３－１

松戸 榎本　洋一 眼科 えのもと眼科 270-1101 我孫子市布佐３０８４

松戸 五十嵐　康美 リハビリテーション科 医療法人社団創造会　平和台病院 270-1101 我孫子市布佐８３４－２８

松戸 井上　弘 外科 医療法人社団　創造会　平和台病院 270-1101 我孫子市布佐８３４－２８

松戸 宮内　竜臣 外科 医療法人社団創造会　平和台病院 270-1101 我孫子市布佐８３４－２８

松戸 高木　恒太朗 漢方内科 医療法人社団創造会　平和台病院 270-1101 我孫子市布佐８３４－２８

松戸 井上　恵一 呼吸器内科 医療法人社団創造会　平和台病院 270-1101 我孫子市布佐８３４－２８

松戸 久家　純子 耳鼻いんこう科 医療法人社団創造会　平和台病院 270-1101 我孫子市布佐８３４－２８

松戸 平島　修 循環器内科 医療法人社団創造会　平和台病院 270-1101 我孫子市布佐８３４－２８

松戸 中町　正俊 消化器内科 医療法人社団創造会　平和台病院 270-1101 我孫子市布佐８３４－２８

松戸 渡邊　禮次郎 神経内科 医療法人社団　創造会　平和台病院 270-1101 我孫子市布佐834-28

松戸 池田　寛 整形外科 医療法人社団創造会　平和台病院 270-1101 我孫子市布佐８３４－２８

松戸 林　秀剛 整形外科 医療法人社団　創造会　平和台病院 270-1101 我孫子市布佐８３４－２８

松戸 坂口　昌司 内科 医療法人社団創造会　介護老人保健施設エスペーロ 270-1101 我孫子市布佐８３４－２８

松戸 山本　文司 内科 医療法人社団創造会　平和台病院 270-1101 我孫子市布佐８３４－２８

松戸 中田　研治 内科 医療法人社団創造会　平和台病院 270-1101 我孫子市布佐８３４－２８

松戸 土井　紀弘 内科 医療法人社団創造会　平和台病院 270-1101 我孫子市布佐８３４－２８
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松戸 本間　勇 内科、ペインクリニック科 医療法人社団　創造会　平和台病院 270-1101 我孫子市布佐８３４－２８

松戸 橋本　修 内科、呼吸器外科 医療法人社団創造会　平和台病院 270-1101 我孫子市布佐８３４－２８

松戸 吉田　秀明 内科、神経内科 医療法人社団創造会　平和台病院 270-1101 我孫子市布佐８３４－２８

松戸 菊地　浩之 内科、総合診療科・救急科 医療法人社団　創造会　平和台病院 270-1101 我孫子市布佐８３４－２８

松戸 阿部　俊昭 脳神経外科 医療法人社団　創造会　平和台病院 270-1101 我孫子市布佐８３４－２８

松戸 田中　俊久 内科、小児科、腎臓内科、糖尿病内科、脂質代謝内科 並木七丁目診療所 270-1165 我孫子市並木７－１－３２

松戸 藤田　省吾 腎臓内科 医療法人財団松圓会　東葛クリニック我孫子 270-1151 我孫子市本町２－３－８第一鈴木ビル

松戸 金坂　俊秀 脳神経内科 医療法人社団北野朋友会　松戸脳神経内科 271-0043 松戸市旭町１－１６０

松戸 島田　潤一郎 脳神経内科 医療法人社団北野朋友会　松戸脳神経内科 271-0043 松戸市旭町１－１６０

松戸 氷室　圭一 脳神経内科 医療法人社団北野朋友会　松戸脳神経内科 271-0043 松戸市旭町１－１６０

松戸 米津　禎宏 脳神経内科 医療法人社団北野朋友会　松戸脳神経内科 271-0043 松戸市旭町１－１６０

松戸 北野　邦孝 脳神経内科 医療法人社団北野朋友会　松戸脳神経内科 271-0043 松戸市旭町１－１６０

松戸 安宅　洋美 整形外科 医療法人社団青嶺会　松戸整形外科病院 271-0043 松戸市旭町１－１６１

松戸 岩本　靖彦 整形外科 医療法人社団青嶺会　松戸整形外科病院 271-0043 松戸市旭町１－１６１

松戸 山本　晋士 整形外科 医療法人社団青嶺会　松戸整形外科病院 271-0043 松戸市旭町１-１６１

松戸 松戸　隆司 整形外科 医療法人社団青嶺会　松戸整形外科病院 271-0043 松戸市旭町１-１６１

松戸 神川　康也 整形外科 医療法人社団青嶺会　松戸整形外科病院 271-0043 松戸市旭町１－１６１

松戸 丹野　隆明 整形外科 医療法人社団青嶺会　松戸整形外科病院 271-0043 松戸市旭町１－１６１

松戸 仲澤　徹郎 整形外科 医療法人社団青嶺会　松戸整形外科病院 271-0043 松戸市旭町１－１６１

松戸 樋渡　龍 整形外科 医療法人社団青嶺会　松戸整形外科病院 271-0043 松戸市旭町１-１６１

松戸 丹羽　秀夫 頭頚部外科 日本大学松戸歯学部付属病院 271-8587 松戸市栄町西２－８７０－１

松戸 牧山　康秀 頭頚部外科 日本大学松戸歯学部付属病院 271-8587 松戸市栄町西２－８７０－１

松戸 西　克典 内科、神経内科 西内科神経内科クリニック 271-0096 松戸市下矢切８３－４

松戸 岩居　武 内科、消化器科 医療法人社団幸市会　阿部クリニック 270-2254 松戸市河原塚１５８－１

松戸 緒方　賢司 外科 医療法人徳洲会　千葉西総合病院 270-2251 松戸市金ケ作１０７－１

松戸 小林　昭広 外科 医療法人徳洲会　千葉西総合病院 270-2251 松戸市金ケ作１０７－１

松戸 森本　喜博 外科 医療法人徳洲会　千葉西総合病院 270-2251 松戸市金ケ作１０７－１

松戸 小原　杏那 眼科 医療法人徳洲会　千葉西総合病院 270-2251 松戸市金ケ作１０７－１

松戸 勝又　純俊 形成外科 医療法人徳洲会　千葉西総合病院 270-2251 松戸市金ケ作１０７－１

松戸 伊勢　美樹子 血液内科 医療法人徳洲会　千葉西総合病院 270-2251 松戸市金ケ作１０７－１

松戸 小西　博 血液内科 医療法人徳洲会　千葉西総合病院 270-2251 松戸市金ケ作１０７－１

松戸 山田　典子 呼吸器外科 医療法人徳洲会　千葉西総合病院 270-2251 松戸市金ケ作１０７－１

松戸 岩瀬　彰彦 呼吸器内科 医療法人徳洲会　千葉西総合病院 270-2251 松戸市金ケ作１０７－１

松戸 平原　信哉 耳鼻いんこう科 医療法人徳洲会　千葉西総合病院 270-2251 松戸市金ケ作１０７－１

松戸 海老原　敏郎 循環器内科 医療法人徳洲会　千葉西総合病院 270-2251 松戸市金ケ作１０７－１

松戸 三角　和雄 循環器内科 医療法人徳洲会　千葉西総合病院 270-2251 松戸市金ケ作１０７－１

松戸 新田　正光 循環器内科 医療法人徳洲会　千葉西総合病院 270-2251 松戸市金ケ作１０７－１

松戸 清水　しほ 循環器内科 医療法人徳洲会　千葉西総合病院 270-2251 松戸市金ケ作１０７－１

松戸 倉持　雄彦 循環器内科 医療法人徳洲会　千葉西総合病院 270-2251 松戸市金ケ作１０７－１

松戸 登根　健太郎 循環器内科 医療法人徳洲会　千葉西総合病院 270-2251 松戸市金ケ作１０７－１

松戸 牧野　仁人 循環器内科 医療法人徳洲会　千葉西総合病院 270-2251 松戸市金ケ作１０７－１

松戸 葉山　泰史 循環器内科 医療法人徳洲会　千葉西総合病院 270-2251 松戸市金ケ作１０７－１

松戸 廣瀬　信 循環器内科 医療法人徳洲会　千葉西総合病院 270-2251 松戸市金ケ作１０７－１

松戸 金　鍾栄 小児科 医療法人徳洲会　千葉西総合病院 270-2251 松戸市金ケ作１０７－１

松戸 佐藤　晋一郎 消化器内科 医療法人徳洲会　千葉西総合病院 270-2251 松戸市金ケ作１０７－１

松戸 小野　敏嗣 消化器内科 医療法人徳洲会　千葉西総合病院 270-2251 松戸市金ケ作１０７－１

松戸 梅木　清孝 消化器内科 医療法人徳洲会　千葉西総合病院 270-2251 松戸市金ケ作１０７－１

松戸 保坂　祥介 消化器内科 医療法人徳洲会　千葉西総合病院 270-2251 松戸市金ケ作１０７－１

松戸 伊藤　雄二郎 心臓血管外科 医療法人徳洲会　千葉西総合病院 270-2251 松戸市金ケ作１０７－１

松戸 中山　泰介 心臓血管外科 医療法人徳洲会　千葉西総合病院 270-2251 松戸市金ケ作１０７－１

松戸 中村　喜次 心臓血管外科 医療法人徳洲会　千葉西総合病院 270-2251 松戸市金ケ作１０７－１

松戸 増井　文昭 整形外科 医療法人徳洲会　千葉西総合病院 270-2251 松戸市金ケ作１０７－１

松戸 宮本　憲一 内科 医療法人徳洲会　千葉西総合病院 270-2251 松戸市金ケ作１０７－１

松戸 川崎　智広 内科 医療法人徳洲会　千葉西総合病院 270-2251 松戸市金ケ作１０７－１

松戸 並木　重隆 内科、循環器科 医療法人徳洲会　千葉西総合病院 270-2251 松戸市金ケ作１０７－１

松戸 熊井　潤一郎 脳神経外科 医療法人徳洲会　千葉西総合病院 270-2251 松戸市金ケ作１０７－１

松戸 羽田　圭佑 泌尿器科 医療法人徳洲会　千葉西総合病院 270-2251 松戸市金ケ作１０７－１

松戸 上阪　等 膠原病リウマチ内科 医療法人徳洲会　千葉西総合病院 270-2251 松戸市金ケ作１０７－１

松戸 吉野　明昭 内科 介護老人保健施設　東京おりーぶ苑 270-2251 松戸市金ケ作２７６－２８

松戸 太田　克也 心療内科、精神科 医療法人　明柳会　恩田第二病院 270-2251 松戸市金ケ作３０２

松戸 宇野　元規 内科、循環器内科 医療法人社団　仁友会　宇野医院 270-2251 松戸市金ケ作４０８－２９０

松戸 柴崎　孝二 内科 医療法人社団弥生会　旭神経内科リハビリテーション病院 270-0022 松戸市栗ケ沢７８９－１

松戸 旭　俊臣 内科、精神科、神経内科、リハビリテーション科 医療法人社団弥生会　旭神経内科リハビリテーション病院 270-0022 松戸市栗ケ沢７８９－１

松戸 溝渕　敬子 内科、精神科、神経内科、リハビリテーション科 医療法人社団弥生会　旭神経内科リハビリテーション病院 270-0022 松戸市栗ケ沢７８９－１

松戸 石原　健司 内科、精神科、神経内科、リハビリテーション科 医療法人社団弥生会　旭神経内科リハビリテーション病院 270-0022 松戸市栗ケ沢７８９－１

松戸 畠山　治子 内科、精神科、神経内科、リハビリテーション科 医療法人社団弥生会　旭神経内科リハビリテーション病院 270-0022 松戸市栗ケ沢７８９－１

松戸 小川　喜胤 内科、神経内科、リハビリテーション科 医療法人社団弥生会　旭神経内科リハビリテーション病院 270-0022 松戸市栗ケ沢７８９番地１号

松戸 深山　泰永 内科、胃腸科、消化器内科 医療法人社団みゆき会矢切クリニック 271-0097 松戸市栗山１２５－１

松戸 星　佐弥子 内科 医療法人社団子羊会　松戸第一クリニック 270-2213 松戸市五香４－３４－３

松戸 松山　智一 外科 医療法人社団博翔会　五香病院 270-2213 松戸市五香８－４０－１
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松戸 乗松　祐佐 整形外科 医療法人社団博翔会　五香病院 270-2213 松戸市五香８－４０－１

松戸 木本　洋一郎 整形外科 医療法人社団博翔会　五香病院 270-2213 松戸市五香８－４０－１

松戸 佐藤　紀一 内科、消化器内科 五香病院 270-2213 松戸市五香８－４０－１

松戸 花岡　繁 小児科 松戸市こども発達センター 270-2218 松戸市五香西３丁目７番地の１

松戸 外山　真一 内科 医療法人社団寿光会　松戸牧の原病院 270-2218 松戸市五香西４－３２－１

松戸 川又　忠 内科 医療法人社団寿光会　松戸牧の原病院 270-2213 松戸市五香西４－３２－１

松戸 板倉　明司 内科 医療法人社団寿光会　松戸牧の原病院 270-2218 松戸市五香西４－３２－１

松戸 鈴木　敦 内科、リウマチ科、外科、整形外科、リハビリテーション科 医療法人社団　巧誠会　すずき整形外科クリニック 270-2212 松戸市五香南２－１９－４

松戸 廣瀬　裕子 眼科 さくら眼科クリニック 270-2212 松戸市五香南２－３２－１

松戸 髙橋　薫 内科 医療法人社団威風会　タカハシクリニック 270-0001 松戸市幸田２－７２

松戸 安藤　拓志 呼吸器内科 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 髙村　大 呼吸器内科 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 吉江　雅信 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 木村　亮 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 森本　文雄 内科、リハビリテーション科、総合診療科 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 安達　佳宏 内科、総合診療科 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 河合　誠 内科、総合診療科 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 中島　雅央 内科、外科 医療法人社団のぞみ会　梨香台診療所 270-2222 松戸市高塚新田４８８－２５

松戸 小田　晃弘 消化器科、外科 医療法人社団東雲会　兒玉医院 270-0026 松戸市三ケ月１５４３

松戸 後藤　伸彰 眼科 矢切眼科 271-0087 松戸市三矢小台１-２-４多幸ビル１Ｆ

松戸 菅原　忍 整形外科 医療法人社団ありのみの会　菅原整形外科 270-2221 松戸市紙敷４５８

松戸 金　載英 内科、循環器科 秋山ハートクリニック 270-2233 松戸市秋山６８－１

松戸 櫻井　直樹 アレルギー科、形成外科、皮膚科 シャルムクリニック 270-2223 松戸市秋山６８－５

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 若林　香 神経内科 山本病院 270-0013 松戸市小金きよしケ丘2-7-10

松戸 髙木　優 内科 山本病院 270-0013 松戸市小金きよしケ丘2-7-10

松戸 中山　雅晴 内科、呼吸器内科 山本病院 270-0013 松戸市小金きよしケ丘２－７－１０

松戸 苛原　実 整形外科、リハビリテーション科 医療法人社団実幸会　いらはら診療所 270-0021 松戸市小金原４－３－２

松戸 和田　忠志 内科 医療法人社団実幸会　いらはら診療所 270-0021 松戸市小金原４－３－２

松戸 藤本　清成 脳神経外科、リハビリテーション科 医療法人社団実幸会　いらはら診療所 270-0021 松戸市小金原４－３－２

松戸 長門　義宣 内科、消化器科、皮膚科 医療法人社団皐月会　ながと内科・皮膚科クリニック 270-0021 松戸市小金原４－９－１９

松戸 桑原　利章 外科 医療法人社団誠高会　小金原診療所 270-0021 松戸市小金原６－１－２

松戸 早川　研 心療内科、精神科 松戸ホームタウンクリニック 270-0021 松戸市小金原６－５－４

松戸 杉田　俊寿 神経内科 小山内科クリニック 271-0093 松戸市小山１８９

松戸 進藤　久夫 リウマチ科、整形外科 医療法人社団　久進会　進藤整形外科 271-0092 松戸市松戸１１３９－２－４０１

松戸 森田　靖 消化器内科 もりた内科・眼科クリニック 271-0092 松戸市松戸１３４３－３－１F

松戸 疋田　稔 内科 医療法人社団稔康会　まつど内科 271-0092 松戸市松戸１８３４－１５キュービック松戸ビル２Ｆ

松戸 発地　美介 内科、小児科、消化器内科 医療法人社団　ほっち医院 271-0092 松戸市松戸２０４４

松戸 徐　汀汀 眼科 松戸しげと眼科 271-0092 松戸市松戸字向山１１４９松戸ショッピング広場５階

松戸 島村　善行 消化器外科 医療法人社団洗心　島村トータル・ケア・クリニック 270-2241 松戸市松戸新田21-2

松戸 齋藤　一郎 内科、循環器内科、消化器内科 医療法人社団　稔台齋藤クリニック 270-2241 松戸市松戸新田５９７

松戸 小松　隆行 神経内科 小松内科神経内科 271-0064 松戸市上本郷２２２６－１べナフラット２階

松戸 古田　知行 内科、呼吸器内科 松戸呼吸器内科クリニック 271-0064 松戸市上本郷２６７４－８－１Ｆ

松戸 杼木　秀高 循環器科 とちき内科循環器科 271-0064 松戸市上本郷４３６ＹＭＣビル２Ｆ

松戸 布施田　泰之 内科、小児科 ありさ在宅クリニック松戸 271-0064 松戸市上本郷８６７－２メッツレジデンス北松戸３０１号室

松戸 堂垂　伸治 内科 医療法人社団緑星会　どうたれ内科診療所 270-2261 松戸市常盤平１－２０－３

松戸 林　鈞貴 内科、消化器内科 医療法人社団清陽会　常盤平おひさまクリニック 270-2261 松戸市常盤平２－２４－２

松戸 原田　智浩 内科 若葉ファミリー常盤平駅前内科クリニック 270-2261 松戸市常盤平３－１０－１　セブンタウン常盤平店３階

松戸 眞鍋　典世 リウマチ科、整形外科、リハビリテーション科 医療法人社団石鎚会　ちよだ整形外科リウマチ科リハビリテーション科 270-2261 松戸市常盤平３－１１－６飯島ビル１０１

松戸 大島　仁士 内科 さくら通り内科・大島 270-2261 松戸市常盤平５－１４－２５

松戸 大島　都美江 内科 さくら通り内科・大島 270-2261 松戸市常盤平５－１４－２５　中山ビル１階

松戸 窪田　徹矢 泌尿器科 くぼたクリニック松戸五香 270-2261 松戸市常盤平５－１７－１０

松戸 山口　恒明 眼科 山口眼科 270-2261 松戸市常盤平５－１７－８

松戸 眞野　健次 内科、アレルギー科、呼吸器内科 常盤平中央病院 270-2261 松戸市常盤平6-1-8

松戸 川名　啓介 眼科 医療法人社団かわな眼科 270-2261 松戸市常盤平三丁目１０番地の１セブンタウン常盤平店３階３０４号室

松戸 清水　義明 内科、外科、消化器外科、消化器内科 医療法人社団腸内会　ラシバヤクリニック 270-2265 松戸市常盤平陣屋前１７－１５

松戸 鈴木　毅 外科 医療法人社団ときわ会　常盤平中央病院 270-2261 松戸市常盤平六丁目１番地８

松戸 廣谷　忠彦 内科 医療法人社団ときわ会　常盤平中央病院 270-2261 松戸市常盤平六丁目１番地８

松戸 松尾　亮太 外科 医療法人財団明理会　新松戸中央総合病院 270-0034 松戸市新松戸１－３８０

松戸 野田　大地 外科 医療法人財団明理会　新松戸中央総合病院 270-0034 松戸市新松戸１-３８０

松戸 狩野　麻里子 眼科 新松戸中央総合病院 270-0034 松戸市新松戸１－３８０

松戸 中尾　安秀 救急科、感染症内科 医療法人財団明理会　新松戸中央総合病院 270-0034 松戸市新松戸１－３８０

松戸 都島　由紀雄 胸部外科 医療法人財団明理会　新松戸中央総合病院 270-0034 松戸市新松戸１－３８０

松戸 松山　直樹 血液内科 新松戸中央総合病院 270-0034 松戸市新松戸１－３８０

松戸 田所　治朗 血液内科 医療法人財団明理会　新松戸中央総合病院 270-0034 松戸市新松戸１－３８０

松戸 澁澤　基治 血液内科 医療法人財団明理会　新松戸中央総合病院 270-0034 松戸市新松戸１－３８０

松戸 中村　邦彦 呼吸器内科 医療法人財団明理会　新松戸中央総合病院 270-0034 松戸市新松戸１-３８０

松戸 平澤　康孝 呼吸器内科 新松戸中央総合病院 270-0034 松戸市新松戸１－３８０

松戸 伊部　謙吾 循環器内科 医療法人財団明理会　新松戸中央総合病院 270-0034 松戸市新松戸１－３８０

松戸 加藤　丈二 循環器内科 医療法人財団明理会　新松戸中央総合病院 270-0034 松戸市新松戸１－３８０
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松戸 上田　希彦 循環器内科 医療法人財団明理会　新松戸中央総合病院 270-0034 松戸市新松戸１－３８０

松戸 文　在峰 循環器内科 医療法人財団明理会　新松戸中央総合病院 270-0034 松戸市新松戸１－３８０

松戸 田村　まり子 小児科 医療法人財団明理会　新松戸中央総合病院 270-0034 松戸市新松戸１－３８０

松戸 井家　麻紀子 消化器・肝臓内科 医療法人財団明理会　新松戸中央総合病院 270-0034 松戸市新松戸１－３８０

松戸 加藤　慶三 消化器・肝臓内科 医療法人財団明理会　新松戸中央総合病院 270-0034 松戸市新松戸１－３８０

松戸 清水　晶平 消化器・肝臓内科 医療法人財団明理会　新松戸中央総合病院 270-0034 松戸市新松戸１－３８０

松戸 安部　宏 消化器肝臓内科 新松戸中央総合病院 270-0034 松戸市新松戸１-３８０

松戸 伊藤　禎浩 消化器肝臓内科 新松戸中央総合病院 270-0034 松戸市新松戸１－３８０

松戸 遠藤　慎治 消化器肝臓内科 医療法人財団明理会　新松戸中央総合病院 270-0034 松戸市新松戸１－３８０

松戸 大原　まみか 消化器肝臓内科 医療法人財団明理会　新松戸中央総合病院 270-0034 松戸市新松戸１－３８０

松戸 秋田　雅史 心臓血管外科 医療法人財団明理会　新松戸中央総合病院 270-0034 松戸市新松戸１-３８０

松戸 佐藤　英一 腎臓内科 医療法人財団明理会　新松戸中央総合病院 270-0034 松戸市新松戸１－３８０

松戸 森山　憲明 腎臓内科 医療法人財団明理会　新松戸中央総合病院 270-0034 松戸市新松戸１－３８０

松戸 田中　瑞栄 整形外科 医療法人財団明理会　新松戸中央総合病院 270-0034 松戸市新松戸１-３８０

松戸 高嶋　英樹 内科 医療法人財団明理会　新松戸中央総合病院 270-0034 松戸市新松戸１－３８０

松戸 柏村　眞 内科 医療法人財団明理会　新松戸中央総合病院 270-0034 松戸市新松戸１－３８０

松戸 坂本　雄飛 内科、消化器肝臓内科 医療法人財団明理会　新松戸中央総合病院 270-0034 松戸市新松戸１－３８０

松戸 孫　宰賢 脳神経外科 医療法人財団明理会　新松戸中央総合病院 270-0034 松戸市新松戸１－３８０

松戸 松本　信也 泌尿器科 医療法人財団明理会　新松戸中央総合病院 270-0034 松戸市新松戸１－３８０

松戸 松本　真一 泌尿器科 医療法人財団明理会　新松戸中央総合病院 270-0034 松戸市新松戸１－３８０

松戸 新島　靖子 皮膚科 新松戸中央総合病院 270-0034 松戸市新松戸１－３８０

松戸 大江　容子 麻酔科 医療法人財団明理会　新松戸中央総合病院 270-0034 松戸市新松戸１－３８０

松戸 國政　賢哉 麻酔科 医療法人財団明理会　新松戸中央総合病院 270-0034 松戸市新松戸１－３８０

松戸 杉森　りえ 眼科 医療法人財団明理会　新松戸中央総合病院 270-0034 松戸市新松戸１丁目３８０番地

松戸 守屋　慶一 血液内科 医療法人財団明理会　新松戸中央総合病院 270-0034 松戸市新松戸１丁目３８０番地

松戸 渡邉　彩 血液内科 医療法人財団　明理会　新松戸中央総合病院 270-0034 松戸市新松戸１丁目３８０番地

松戸 田中　和子 呼吸器内科 医療法人財団　明理会　新松戸中央総合病院 270-0034 松戸市新松戸１丁目３８０番地

松戸 グンデゥズ　メーメット 耳鼻いんこう科 医療法人財団明理会　新松戸中央総合病院 270-0034 松戸市新松戸１丁目３８０番地

松戸 佐藤　倫彦 循環器内科 医療法人財団　明理会　新松戸中央総合病院 270-0034 松戸市新松戸１丁目３８０番地

松戸 尾﨑　英莉 消化器・肝臓内科 新松戸中央総合病院 270-0034 松戸市新松戸１丁目３８０番地

松戸 佐藤　祥之 消化器肝臓科 医療法人財団名理会　新松戸中央総合病院 270-0034 松戸市新松戸１丁目３８０番地

松戸 米澤　健 消化器肝臓内科 医療法人財団明理会　新松戸中央総合病院 270-0034 松戸市新松戸１丁目３８０番地

松戸 戸田　晋央 神経内科 ＩＭＳグループ医療法人財団明理会　新松戸中央総合病院 270-0034 松戸市新松戸１丁目３８０番地

松戸 天羽　繭子 腎臓内科 医療法人財団明理会　新松戸中央総合病院 270-0034 松戸市新松戸１丁目３８０番地

松戸 野村　まゆみ 腎臓内科 医療法人財団明理会　新松戸中央総合病院 270-0034 松戸市新松戸１丁目３８０番地

松戸 上村　喜彦 脳神経外科 医療法人財団明理会　新松戸中央総合病院 270-0034 松戸市新松戸１丁目３８０番地

松戸 佐々木　優 皮膚科 医療法人財団明理会　新松戸中央総合病院 270-0034 松戸市新松戸１丁目３８０番地

松戸 中馬越　真理子 耳鼻いんこう科 医療法人社団こばやし会　こばやし耳鼻咽喉科 270-0034 松戸市新松戸２－１１５－１　松本ビル５階

松戸 小山　信之 眼科 小山眼科クリニック新松戸 270-0034 松戸市新松戸２－１１５－１松本ビル２階B区画、４階B区画

松戸 佐藤　和弘 内科、循環器内科 医療法人社団東京ハート会　新松戸ハートクリニック 270-0034 松戸市新松戸２－１１５－１松本ビル３F

松戸 佐藤　恵里 内科、リウマチ科 医療法人社団松恵会　けやきトータルクリニック 270-0034 松戸市新松戸３－１１４

松戸 篠﨑　美樹子 内科 桐友クリニック新松戸 270-0034 松戸市新松戸３－１３５

松戸 塚本　定 内科、皮膚科、泌尿器科 医療法人社団桐友会　桐友クリニック新松戸 270-0034 松戸市新松戸３－１３５エムフォレストビル１F

松戸 塚田　洋樹 小児科 あおぞら診療所新松戸 270-0034 松戸市新松戸３－１５ＫＳ１２ビル２階Ｂ号

松戸 齋藤　友康 小児科 医療法人社団　草緑会　斉藤こどもクリニック 270-0034 松戸市新松戸３－２８２リリーフパートナーズ３０２号

松戸 石井　秀幸 整形外科 医療法人社団松恵会　けやきトータルクリニック 270-0034 松戸市新松戸３丁目１１４

松戸 宮川　秀文 内科、呼吸器内科 医療法人社団松恵会　けやきトータルクリニック 270-0034 松戸市新松戸３丁目１１４

松戸 丹羽　やす子 眼科 医療法人社団　康順会　丹羽眼科 270-0034 松戸市新松戸４－１４３－３

松戸 丹羽　康雄 眼科 医療法人社団　康順会　丹羽眼科 270-0034 松戸市新松戸４－１４３－３

松戸 赤沼　順 神経内科 馬橋クリニック 271-0047 松戸市西馬橋幸町２５－１

松戸 岡和田　英昭 眼科 眼科馬橋医院 271-0047 松戸市西馬橋幸町８１

松戸 山岸　梓 眼科 松戸市立総合医療センター 270-2296 松戸市千駄堀９９３－１

松戸 太和田　彩子 眼科 松戸市立総合医療センター 270-2296 松戸市千駄堀９９３－１

松戸 三瀬　直子 小児外科 松戸市立総合医療センター 270-2296 松戸市千駄堀９９３－１

松戸 中山　祐樹 小児心臓血管外科 松戸市立総合医療センター 270-2296 松戸市千駄堀９９３－１

松戸 佐久間　崇文 消化器内科 松戸市立総合医療センター 270-2296 松戸市千駄堀９９３－１

松戸 梅原　伸大 心臓血管外科 松戸市立総合医療センター 270-2296 松戸市千駄堀９９３－１

松戸 園田　結子 新生児科 松戸市立総合医療センター 270-2296 松戸市千駄堀９９３－１

松戸 吉田　和司 新生児科 松戸市立総合医療センター 270-2296 松戸市千駄堀９９３－１

松戸 石川　愛 神経内科 松戸市立総合医療センター 270-2296 松戸市千駄堀９９３－１

松戸 田巻　光一 脳神経外科 松戸市立総合医療センター 270-2296 松戸市千駄堀９９３－１

松戸 岩井　雄太 脳神経内科 松戸市立総合医療センター 270-2296 松戸市千駄堀９９３－１

松戸 櫻井　透 脳神経内科 松戸市立総合医療センター 270-2296 松戸市千駄堀９９３－１

松戸 田島　洋佑 脳神経外科 松戸市立総合医療センター 270-2296 松戸市千駄堀９９３ー１

松戸 髙橋　健太郎 リウマチ科 松戸市立総合医療センター 270-2296 松戸市千駄堀９９３番地の１

松戸 五月女　隆 化学療法内科 松戸市立総合医療センター 270-2296 松戸市千駄堀９９３番地の１

松戸 三浦　世樹 外科 松戸市立総合医療センター 270-2296 松戸市千駄堀９９３番地の１

松戸 神谷　潤一郎 外科 松戸市立総合医療センター 270-2296 松戸市千駄堀９９３番地の１

松戸 尾形　章 外科 松戸市立総合医療センター 270-2296 松戸市千駄堀９９３番地の１

松戸 金子　高明 外科、緩和ケア科 松戸市立総合医療センター 270-2296 松戸市千駄堀９９３番地の１
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松戸 有川　俊輔 形成外科 松戸市立総合医療センター 270-2296 松戸市千駄堀９９３番地の１

松戸 田仲　弘行 血液内科 松戸市立総合医療センター 270-2296 松戸市千駄堀９９３番地の１

松戸 藤川　一壽 血液内科 松戸市立総合医療センター 270-2296 松戸市千駄堀９９３番地の１

松戸 布施　弘恵 血液内科 松戸市立総合医療センター 270-2296 松戸市千駄堀９９３番地の１

松戸 船橋　秀光 呼吸器内科 松戸市立総合医療センター 270-2296 松戸市千駄堀９９３番地の１

松戸 磯山　恭子 耳鼻いんこう科 松戸市立総合医療センター 270-2296 松戸市千駄堀９９３番地の１

松戸 福島　賢一 循環器内科 松戸市立総合医療センター 270-2296 松戸市千駄堀９９３番地の１

松戸 堀　泰彦 循環器内科 松戸市立総合医療センター 270-2296 松戸市千駄堀９９３番地の１

松戸 伊藤　健一郎 小児科 松戸市立総合医療センター 270-2296 松戸市千駄堀９９３番地の１

松戸 三好　義隆 小児科 松戸市立総合医療センター 270-2296 松戸市千駄堀９９３番地の１

松戸 篠塚　俊介 小児科 松戸市立総合医療センター 270-2296 松戸市千駄堀９９３番地の１

松戸 森　雅人 小児科 松戸市立総合医療センター 270-2296 松戸市千駄堀９９３番地の１

松戸 成瀬　裕紀 小児科 松戸市立総合医療センター 270-2296 松戸市千駄堀９９３番地の１

松戸 平本　龍吾 小児科 松戸市立総合医療センター 270-2296 松戸市千駄堀９９３番地の１

松戸 鈴木　一広 小児科 松戸市立総合医療センター 270-2296 松戸市千駄堀９９３番地の１

松戸 松浦　玄 小児外科 松戸市立総合医療センター 270-2296 松戸市千駄堀９９３番地の１

松戸 石原　和明 小児心臓血管外科 松戸市立総合医療センター 270-2296 松戸市千駄堀９９３番地の１

松戸 岡部　真一郎 消化器科 松戸市立総合医療センター 270-2296 松戸市千駄堀９９３番地の１

松戸 森居　真史 消化器科、消化器内科 松戸市立総合医療センター 270-2296 松戸市千駄堀９９３番地の１

松戸 滝口　信 心臓血管外科 松戸市立総合医療センター 270-2296 松戸市千駄堀９９３番地の１

松戸 西村　寿貴 神経内科 松戸市立総合医療センター 270-2296 松戸市千駄堀９９３番地の１

松戸 加藤　啓 整形外科 松戸市立総合医療センター 270-2296 松戸市千駄堀９９３番地の１

松戸 宮下　智大 整形外科 松戸市立総合医療センター 270-2296 松戸市千駄堀９９３番地の１

松戸 宮本　周一 整形外科 松戸市立総合医療センター 270-2296 松戸市千駄堀９９３番地の１

松戸 佐野　栄 整形外科 松戸市立総合医療センター 270-2296 松戸市千駄堀９９３番地の１

松戸 飯田　哲 整形外科 松戸市立総合医療センター 270-2296 松戸市千駄堀９９３番地の１

松戸 鈴木　千穂 整形外科 松戸市立総合医療センター 270-2296 松戸市千駄堀９９３番地の１

松戸 品田　良之 整形外科、リハビリテーション科 松戸市立総合医療センター 270-2296 松戸市千駄堀９９３番地の１

松戸 時永　耕太郎 内科 松戸市立総合医療センター 270-2296 松戸市千駄堀９９３番地の１

松戸 松木　彩子 内科 松戸市立総合医療センター 270-2296 松戸市千駄堀９９３番地の１

松戸 西川　貴雄 内科 松戸市立総合医療センター 270-2296 松戸市千駄堀９９３番地の１

松戸 田代　淳 内科 松戸市立総合医療センター 270-2296 松戸市千駄堀９９３番地の１

松戸 海辺　剛志 内科、リウマチ科 松戸市立総合医療センター 270-2296 松戸市千駄堀９９３番地の１

松戸 石﨑　俊介 内科、呼吸器内科 松戸市立総合医療センター 270-2296 松戸市千駄堀９９３番地の１

松戸 山崎　健也 内科、総合診療科 松戸市立総合医療センター 270-2296 松戸市千駄堀９９３番地の１

松戸 渡邉　義之 脳神経外科 松戸市立総合医療センター 270-2296 松戸市千駄堀９９３番地の１

松戸 矢吹　麻里子 脳神経外科 松戸市立総合医療センター 270-2296 松戸市千駄堀９９３番地の１

松戸 小林　洋二郎 泌尿器科 松戸市立総合医療センター 270-2296 松戸市千駄堀９９３番地の１

松戸 北川　憲一 泌尿器科 松戸市立総合医療センター 270-2296 松戸市千駄堀９９３番地の１

松戸 永岡　譲 皮膚科 松戸市立総合医療センター 270-2296 松戸市千駄堀９９３番地の１

松戸 野呂　昌弘 病理診断科 松戸市立総合医療センター 270-2296 松戸市千駄堀９９３番地の１

松戸 髙橋　亨 外科 一条会クリニック 270-2224 松戸市大橋４１５番－１

松戸 市場　卓 内科、神経内科 医療法人社団若水会　市場医院 270-0025 松戸市中和倉１６１－５

松戸 中山　尚子 小児科 医療法人社団わかば会　松戸クリニック 270-2242 松戸市仲井町１－３

松戸 中山　智博 小児科 医療法人社団わかば会　　松戸クリニック 270-2242 松戸市仲井町１－３

松戸 丸山　博 小児科、児童精神科 医療法人社団わかば会　松戸クリニック 270-2242 松戸市仲井町１－３

松戸 渡慶次　香代 小児科、児童精神科 医療法人社団わかば会　松戸クリニック 270-2242 松戸市仲井町１－３

松戸 西村　健司 内科、循環器科 医療法人社団健明会　西村内科循環器科 270-2242 松戸市仲井町３－７９－２

松戸 三平　元 小児科 ひがしまつど小児科 270-2225 松戸市東松戸２－２７－１

松戸 花園　元 眼科 東松戸はなぞの眼科 270-2225 松戸市東松戸２－３－２

松戸 松本　真輔 アレルギー科、小児科 まつもとこどもクリニック 270-2225 松戸市東松戸２－５－１ファインシティ東松戸１F

松戸 齊藤　永秀 内科、心療内科、精神科、皮膚科 むさしの北総クリニック 270-2225 松戸市東松戸３－５－７－２０３

松戸 加賀谷　正 外科 医療法人社団聖心会　加賀谷正クリニック 270-2225 松戸市東松戸３－７－１９

松戸 石島　秀紀 内科、消化器科、外科、漢方内科 医療法人社団一櫻会　石島医院 271-0065 松戸市南花島２－２７－３

松戸 鵜飼　伸一 内科、消化器科、小児科 柿の木台クリニック 271-0086 松戸市二十世紀が丘萩町７４番地

松戸 市橋　弘章 血管外科 医療法人財団松圓会　東葛クリニック八柱 270-2253 松戸市日暮１－１－１　八柱駅第２ビル

松戸 石田　猛 内科、腎臓内科 医療法人社団翔未会　八柱腎クリニック 270-2253 松戸市日暮１－１５－１第二日忠ビル４階

松戸 三井　富士夫 内科、心臓血管外科 医療法人社団心康会　三井クリニック 270-2253 松戸市日暮１－１６－１ＲＧ八柱ビル３Ｆ

松戸 神﨑　哲人 内科 医療法人社団鼎会　八柱三和クリニック 270-2253 松戸市日暮１－１６－２日暮ビル２Ｆ

松戸 斉藤　丈夫 内科 医療法人社団鼎会　八柱三和クリニック 270-2253 松戸市日暮１－１６－２日暮ビル２Ｆ

松戸 渡邉　聡枝 内科 医療法人社団鼎会　八柱三和クリニック 270-2253 松戸市日暮１－１６－２日暮ビル２Ｆ

松戸 鈴木　明子 内科 医療法人社団鼎会　八柱三和クリニック 270-2253 松戸市日暮１－１６－２日暮ビル２Ｆ

松戸 豊田　雅彦 皮膚科 うるおい皮ふ科クリニック 270-2253 松戸市日暮１－１６－７

松戸 宗像　薫 内科、整形外科、リハビリテーション科 八柱みどりの整形外科 270-2253 松戸市日暮１丁目１７番１号

松戸 水谷　崇 胃腸科、外科 医療法人社団清仁会　足立中央クリニック 270-2253 松戸市日暮２－２－１

松戸 熊木　律子 眼科 やばしら眼科 270-2253 松戸市日暮２－８－３７

松戸 増田　伸昭 精神科、心療内科 ソフィアクリニックますだ 270-2253 松戸市日暮４－９－１

松戸 増田　知恵子 精神科、心療内科 ソフィアクリニックますだ 270-2253 松戸市日暮４－９－１

松戸 島田　薫 内科、アレルギー科 こすもす内科クリニック 270-2253 松戸市日暮５－１９４M-PARTⅣ日暮ビル１F

松戸 岩浅　聡 眼科 医療法人社団　凛光会　いわあさ眼科 270-2253 松戸市日暮５－２２８
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松戸 長谷川　圭 外科 医療法人社団鼎会　三和病院 270-2253 松戸市日暮７－３７９

松戸 宇田川　勝 消化器外科 医療法人社団鼎会三和病院 270-2253 松戸市日暮７－３７９

松戸 高林　克日己 内科、リウマチ科、アレルギー・膠原病内科 医療法人社団鼎会　三和病院 270-2253 松戸市日暮７－３７９

松戸 李　鍾碩 リウマチ科 医療法人社団鼎会　三和病院 270-2253 松戸市日暮７丁目３７９番

松戸 脇坂　啓介 内科、循環器科 脇坂内科クリニック 271-0051 松戸市馬橋１７７０－１－１Ｆ

松戸 有井　瑠美 内科、小児科、外科、小児外科 医療法人社団愛和クリニック　愛和クリニック 270-0023 松戸市八ケ崎３－６６－１

松戸 山下　茂一 内科、外科 医療法人社団山浩会　八ケ崎山下クリニック 270-0023 松戸市八ケ崎６－５６－１２

松戸 津田　泰伸 内科、アレルギー科、呼吸器内科 医療法人社団謙伸会　津田内科クリニック 270-0023 松戸市八ケ崎７－３２－１１プチモンド八ヶ崎１－Ａ

松戸 上瀧　邦雄 小児科 医療法人社団さくらのみち　わたき小児科 270-0023 松戸市八ケ崎７－３２－１１プチモンド八ケ崎３－Ａ

松戸 佐々木　司 血管外科 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 深沢　雄一 消化器科 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 打田　健介 腎臓内科 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 亀山　伸吉 内科 東葛クリニック病院 271-0067 松戸市樋野口８６５-２

松戸 小野﨑　彰 泌尿器科 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 東　仲宣 心臓血管外科 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ー２

松戸 秋山　達朗 内科、循環器科 ハートクリニック牧の原 270-2267 松戸市牧の原１－１９３

松戸 丹野　文博 内科、循環器内科 医療法人社団恵優会　丹野内科・循環器科 271-0091 松戸市本町１２－１５パップス松戸ビル５０１

松戸 白井　嘉彦 内科 松戸駅前クリニック 271-0091 松戸市本町１８－６　壱番館ビル３階

松戸 曽我　誠 内科、消化器科 そが内科クリニック 271-0091 松戸市本町１９－１６松戸ウエストビル４Ｆ

松戸 川越　康博 内科、循環器内科 東葛クリニックみらい 271-0091 松戸市本町２１－２

松戸 秋山　和宏 消化器外科 医療法人財団松圓会　東葛クリニックみらい 271-0067 松戸市本町２１-２都市綜合第３ビル

松戸 石岡　睛彦 内科、循環器内科 医療法人社団晴美会　石岡内科クリニック 271-0091 松戸市本町６－８ライムハイツ５０１号

松戸 吉田　俊彦 内科、循環器科 吉田内科クリニック　循環器科 270-2231 松戸市稔台１－１１－３３セレス稔台１F

松戸 曽我　有希子 内科 みどりクリニック 270-2231 松戸市稔台１－１４－２３－１F

松戸 金丸　裕 内科、アレルギー科 クリニック　ソワニエ 270-2231 松戸市稔台７－２－１８

松戸 川越　正平 内科 医療法人財団千葉健愛会あおぞら診療所 271-0074 松戸市緑ケ丘２－３５７

松戸 沼沢　祥行 内科、神経内科 医療法人財団千葉健愛会あおぞら診療所 271-0074 松戸市緑ケ丘2-357

松戸 村山　慎一 内科 医療法人財団千葉健愛会　あおぞら診療所 271-0074 松戸市緑ケ丘２－３５７ソフィア１階Ａ号・Ｂ号

松戸 中島　理幾 眼科 医療法人社団東飯会　松戸中央眼科 270-2203 松戸市六高台７－２８－１

松戸 岡田　仁 リハビリテーション科 松戸リハビリテーション病院 270-2232 松戸市和名ケ谷１００９－１

松戸 山中　泉 リハビリテーション科 一般社団法人巨樹の会　松戸リハビリテーション病院 270-2232 松戸市和名ケ谷１００９－１

松戸 林田　仁至 リハビリテーション科 一般社団法人巨樹の会　松戸リハビリテーション病院 270-2232 松戸市和名ケ谷１００９－１

松戸 瀧川　恵美 形成外科 医療法人社団誠馨会　新東京病院 270-2232 松戸市和名ヶ谷１２７１

松戸 柳林　聡 形成外科 医療法人社団誠馨会　新東京病院 270-2232 松戸市和名ヶ谷１２７１

松戸 海北　聰子 循環器科 医療法人社団誠馨会　新東京病院 270-2232 松戸市和名ヶ谷１２７１

松戸 岩佐　篤 循環器科 医療法人社団誠馨会　新東京病院 270-2232 松戸市和名ヶ谷１２７１

松戸 早坂　健司 消化器内科 医療法人社団誠馨会　新東京病院 270-2232 松戸市和名ヶ谷１２７１

松戸 高野　光 整形外科、矯正歯科 医療法人社団誠馨会　新東京病院 270-2232 松戸市和名ヶ谷１２７１

松戸 北村　英之 内科 医療法人社団誠馨会　新東京病院 270-2232 松戸市和名ヶ谷１２７１

松戸 朴澤　耕治 内科、循環器科 医療法人社団誠馨会　新東京病院 270-2232 松戸市和名ヶ谷１２７１

松戸 下山　隆 脳神経内科 新東京病院 270-2232 松戸市和名ヶ谷１２７１

松戸 松延　毅 耳鼻いんこう科 医療法人社団誠馨会　新東京病院 270-2232 松戸市和名ケ谷１２７１

松戸 奥　雄介 耳鼻いんこう科、頭頸部外科 医療法人社団誠馨会　新東京病院 270-2232 松戸市和名ケ谷１２７１

松戸 佐上　亮太 消化器内科 医療法人社団誠馨会　新東京病院 270-2232 松戸市和名ケ谷１２７１

松戸 小玉　祐 消化器内科 新東京病院 270-2232 松戸市和名ケ谷１２７１

松戸 天野　祐二 消化器内科 新東京病院 270-2232 松戸市和名ケ谷１２７１

松戸 大城　規和 心臓血管外科 医療法人社団誠馨会　新東京病院 270-2232 松戸市和名ケ谷１２７１

松戸 周　聖浦 糖尿病内科 医療法人社団誠馨会　新東京病院 270-2232 松戸市和名ケ谷１２７１

松戸 浅原　新吾 内科 医療法人社団誠馨会　新東京病院 270-2232 松戸市和名ケ谷１２７１

松戸 長濵　隆司 内科 医療法人社団誠馨会　新東京病院 270-2232 松戸市和名ケ谷１２７１

松戸 石井　則宏 脳神経外科 医療法人社団誠馨会　新東京病院 270-2232 松戸市和名ケ谷１２７１

松戸 新美　文彩 泌尿器科 医療法人社団誠馨会　新東京病院 270-2232 松戸市和名ケ谷１２７１

松戸 宇賀冶　良平 消化器内科 医療法人社団誠馨会　新東京病院 270-2232 松戸市和名ケ谷１２７１番

松戸 溝上　裕士 消化器内科 医療法人社団誠馨会　新東京病院 270-2232 松戸市和名ケ谷１２７１番地

松戸 棗　雅子 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 片山　俊夫 内科、血液内科、腎臓内科 新柏クリニックおおたかの森 270-0128 流山市おおたかの森西１－３０－１

松戸 丸山　浩 皮膚科 まるやま皮フ科 270-0128 流山市おおたかの森西１－３－１おおたかプラザビル２０３

松戸 長谷　紫織 眼科 はせ眼科 270-0121 流山市おおたかの森西１－３－１おおたかプラザビル３０１

松戸 市來　健二 内科、糖尿病内科、甲状腺内科 医療法人社団誠高会　おおたかの森クリニック 277-0863 流山市おおたかの森東１－２－１ライフガーデンおおたかの森４Ｆ

松戸 川﨑　ゆりか 皮膚科、小児皮膚科・美容皮膚科・アレルギー科 きぬ皮フ科クリニック 270-0138 流山市おおたかの森東１－８－７

松戸 小林　麻衣子 皮膚科 医療法人社団こばやし会　なのはな皮膚科 270-0139 流山市おおたかの森南２－３４－１　Ｋおおたかの森ビル２Ｆ－Ａ

松戸 鈴木　嘉代 小児科 かよ小児科・アレルギークリニック流山 2700139 流山市おおたかの森南３－８ＬＥＶＥＮおおたかの森２階

松戸 熊谷　尚子 内科、糖尿病内科、内分泌内科 糖尿病内分泌　から桃内科 270-0139 流山市おおたかの森南３－８LEVENおおたかの森アネックス棟２Ｆ

松戸 秦　命賢 リウマチ科、整形外科、リハビリテーション科 医療法人有壬会　はた整形外科 270-0119 流山市おおたかの森北３－２－１

松戸 戸倉　直実 内科 医療法人財団 東京勤労者医療会 東葛病院付属診療所 270-0174 流山市下花輪４０９－６

松戸 三戸部　聖子 内科 医療法人財団東京勤労者医療会　東葛病院付属診療所 270-0174 流山市下花輪４０９－６

松戸 吉岡　伴樹 内科 柏の葉北総病院 270-0113 流山市駒木台２３３－４

松戸 奥脇　治郎 内科、リハビリテーション科 医療法人社団ますお会　柏の葉北総病院 270-0113 流山市駒木台２３３－４

松戸 田口　裕久 内科、皮膚科、リハビリテーション科 医療法人ますお会　柏の葉北総病院 270-0113 流山市駒木台２３３-４

松戸 大津　直之 内科 医療法人社団なごみ会　向小金クリニック 270-0143 流山市向小金３－１４７－２
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松戸 梅谷　薫 内科、精神科 医療法人社団なごみ会　向小金クリニック 270-0143 流山市向小金３－１４７－２

松戸 西浦　薫子 眼科 医療法人社団天宣会　西浦眼科 270-0115 流山市江戸川台西１－１２３

松戸 西浦　慶子 眼科 医療法人社団天宣会　西浦眼科 270-0115 流山市江戸川台西１丁目１２３番地

松戸 阿藤　晃久 整形外科 阿藤整形外科 270-0115 流山市江戸川台西２－２６０

松戸 東　大介 内科、消化器科、肝臓科 東医院 270-0111 流山市江戸川台東３－１０２－２

松戸 成田　玲奈 泌尿器科 なりた泌尿器科・内科クリニック 270-0137 流山市市野谷５２２

松戸 都宮　伸 内科 医療法人社団伸由会　つのみやクリニック 270-0133 流山市十太夫１０８－２（新Ｃ５７街区４画地）

松戸 髙櫻　芳郎 内科 高桜内科胃腸科 270-0121 流山市西初石３－１００　森田ビル２Ｆ

松戸 三好　亮輔 整形外科 流山整形外科ペインクリニック 270-0121 流山市西初石３－３５４－１

松戸 熊谷　勇治 小児科 こどものための　くまクリニック 270-0121 流山市西初石３－３５４－１初石メディカルモール１０２

松戸 塩田　昭夫 内科 医療法人社団江陽会　江陽台病院 270-0107 流山市西深井３９３

松戸 仁多　健剛 内科 医療法人社団江陽会　江陽台病院 270-0107 流山市西深井３９３

松戸 秀嶋　周 外科、消化器外科 医療法人社団江陽会　江陽台病院 270-0107 流山市西深井３９３番地

松戸 平尾　文治 内科、整形外科 医療法人社団江陽会　江陽台病院 270-0107 流山市西深井３９３番地

松戸 山口　俊和 内科 医療法人財団 東京勤労者医療会 東葛病院付属流山セントラルパーク駅前診療所 270-0152 流山市前平井１５５番地（運Ｂ１４０街区１２－２，１３－１，１３－２）

松戸 飯島　奈々子 内科 医療法人財団 東京勤労者医療会 東葛病院付属流山セントラルパーク駅前診療所 270-0152 流山市前平井１５５番地（運Ｂ１４０街区１２－２，１３－１，１３－２）

松戸 安田　綾 眼科 医療法人財団東京勤労者医療会　東葛病院 270-0153 流山市中１０２－１

松戸 岡根　真人 産婦人科 医療法人財団東京勤労者医療会　東葛病院 270-0153 流山市中１０２－１

松戸 高　儀容 小児科 医療法人財団東京勤労者医療会　東葛病院 270-0153 流山市中１０２－１

松戸 上東　雅子 小児科 医療法人財団東京勤労者医療会　東葛病院 270-0153 流山市中１０２－１

松戸 前田　仁美 小児科 医療法人財団東京勤労者医療会　東葛病院 270-0153 流山市中１０２－１

松戸 八木　夏希 小児科 医療法人財団東京勤労者医療会　東葛病院 270-0153 流山市中１０２－１

松戸 菅　朋子 内科 医療法人財団東京勤労者医療会　東葛病院 270-0153 流山市中１０２－１

松戸 飯村　研二 内科 医療法人財団東京勤労者医療会　東葛病院 270-0153 流山市中１０２－１

松戸 藤澤　恵津子 内科、神経内科 医療法人財団東京勤労者医療会　東葛病院 270-0153 流山市中１０２－１

松戸 内村　僚一 小児科 医療法人財団東京勤労者医療会　東葛病院 270-0153 流山市中１０２－１（運Ｂ１４０街区９）

松戸 吉田　寿斗志 皮膚科 医療法人財団東京勤労者医療会　東葛病院 270-0153 流山市中１０２ー１

松戸 塚原　正之 小児科、新生児科 医療法人財団東京勤労者医療会　東葛病院 270-0153 流山市中１０２ー１（運Ｂ１４０街区９）

松戸 スレスタ　サントス 外科 医療法人財団 東京勤労者医療会　東葛病院 270-0153 流山市中１０２番地の１（運Ｂ１４０街区９）

松戸 岸野　亜紀子 外科 医療法人財団 東京勤労者医療会　東葛病院 270-0153 流山市中１０２番地の１（運Ｂ１４０街区９）

松戸 継　篤 外科 医療法人財団 東京勤労者医療会　東葛病院 270-0153 流山市中１０２番地の１（運Ｂ１４０街区９）

松戸 五日市　宏 外科 医療法人財団 東京勤労者医療会　東葛病院 270-0153 流山市中１０２番地の１（運Ｂ１４０街区９）

松戸 大野　義一朗 外科 医療法人財団 東京勤労者医療会　東葛病院 270-0153 流山市中１０２番地の１（運Ｂ１４０街区９）

松戸 濵砂　一光 外科 医療法人財団 東京勤労者医療会　東葛病院 270-0153 流山市中１０２番地の１（運Ｂ１４０街区９）

松戸 川村　光夫 呼吸器科、呼吸器外科 医療法人財団 東京勤労者医療会　東葛病院 270-0153 流山市中１０２番地の１（運Ｂ１４０街区９）

松戸 根本　玲子 産婦人科 医療法人財団 東京勤労者医療会　東葛病院 270-0153 流山市中１０２番地の１（運Ｂ１４０街区９）

松戸 川口　武宏 産婦人科 医療法人財団 東京勤労者医療会　東葛病院 270-0153 流山市中１０２番地の１（運Ｂ１４０街区９）

松戸 川島　佳 産婦人科 医療法人財団 東京勤労者医療会　東葛病院 270-0153 流山市中１０２番地の１（運Ｂ１４０街区９）

松戸 宮田　朗 整形外科 医療法人財団 東京勤労者医療会　東葛病院 270-0153 流山市中１０２番地の１（運Ｂ１４０街区９）

松戸 大谷　明 精神科、神経科 医療法人財団 東京勤労者医療会　東葛病院 270-0153 流山市中１０２番地の１（運Ｂ１４０街区９）

松戸 伊藤　淑子 内科 医療法人財団 東京勤労者医療会　東葛病院 270-0153 流山市中１０２番地の１（運Ｂ１４０街区９）

松戸 近藤　理恵 内科 医療法人財団 東京勤労者医療会　東葛病院 270-0153 流山市中１０２番地の１（運Ｂ１４０街区９）

松戸 野﨑　裕美 内科 医療法人財団 東京勤労者医療会　東葛病院 270-0153 流山市中１０２番地の１（運Ｂ１４０街区９）

松戸 北村　依理 内科、リハビリテーション科、訪問診療科 医療法人財団 東京勤労者医療会　東葛病院 270-0153 流山市中１０２番地の１（運Ｂ１４０街区９）

松戸 後藤　慶太郎 内科、救急科 医療法人財団 東京勤労者医療会　東葛病院 270-0153 流山市中１０２番地の１（運Ｂ１４０街区９）

松戸 髙橋　賢亮 内科、救急科、総合診療科 医療法人財団東京勤労者医療会　東葛病院 270-0153 流山市中１０２番地の１（運Ｂ１４０街区９）

松戸 神崎　綱 内科、循環器科 医療法人財団東京勤労者医療会　東葛病院 270-0153 流山市中１０２番地の１（運Ｂ１４０街区９）

松戸 柿本　年春 内科、消化器科 医療法人財団 東京勤労者医療会　東葛病院 270-0153 流山市中１０２番地の１（運Ｂ１４０街区９）

松戸 長尾　栄広 内科、神経内科 医療法人財団　東京勤労者医療会　東葛病院 270-0153 流山市中１０２番地の１（運Ｂ１４０街区９）

松戸 栄原　智文 内科、総合診療科 医療法人財団東京勤労者医療会　東葛病院 270-0153 流山市中１０２番地の１（運Ｂ１４０街区９）

松戸 岡部　敏彦 内科、総合診療科 医療法人財団東京勤労者医療会　東葛病院 270-0153 流山市中１０２番地の１（運Ｂ１４０街区９）

松戸 二山　織緒 内科、総合診療科 医療法人財団東京勤労者医療会　東葛病院 270-0153 流山市中１０２番地の１（運Ｂ１４０街区９）

松戸 入江　俊一郎 内科、糖尿病内科 医療法人財団東京勤労者医療会　東葛病院 270-0153 流山市中１０２番地の１（運Ｂ１４０街区９）

松戸 土谷　良樹 内科、透析科 医療法人財団 東京勤労者医療会　東葛病院 270-0153 流山市中１０２番地の１（運Ｂ１４０街区９）

松戸 下　正宗 内科、病理科 医療法人財団 東京勤労者医療会　東葛病院 270-0153 流山市中１０２番地の１（運Ｂ１４０街区９）

松戸 小澤　雅史 泌尿器科 医療法人財団 東京勤労者医療会　東葛病院 270-0153 流山市中１０２番地の１（運Ｂ１４０街区９）

松戸 北村　治郎 麻酔科 医療法人財団 東京勤労者医療会　東葛病院 270-0153 流山市中１０２番地の１（運Ｂ１４０街区９）

松戸 石井　晃太郎 眼科 いしい眼科 270-0116 流山市中野久木５１１－２

松戸 小野　伸夫 脳神経外科 医療法人社団奎愛会　小野クリニック 270-0116 流山市中野久木５３０－１

松戸 田中　紘 呼吸器内科 流山中央病院 270-0114 流山市東初石２－１３２－２

松戸 神谷　光史郎 整形外科 医療法人社団曙会　流山中央病院 270-0114 流山市東初石２－１３２－２

松戸 櫻井　達郎 整形外科 医療法人社団曙会　流山中央病院 270-0114 流山市東初石２－１３２－２

松戸 三坂　和温 内科 医療法人社団曙会　流山中央病院 270-0114 流山市東初石２-１３２-２

松戸 濵田　勝男 内科 医療法人社団曙会　流山中央病院 270-0114 流山市東初石２-１３２-２

松戸 金澤　隆三郎 脳神経外科 医療法人社団曙会　流山中央病院 270-0114 流山市東初石２－１３２－２

松戸 遠藤　浩信 認知症外来 医療法人　曙会　流山中央病院 270-0114 流山市東初石２丁目１３２－２

松戸 佐藤　直樹 眼科 佐藤眼科クリニック 270-0114 流山市東初石３－１０３－３４須藤ビル１階

松戸 宇野澤　聡 内科、循環器内科、血管外科 うのさわクリニック 270-0101 流山市東深井３８２－２０

松戸 白石　貴久 内科、精神科、皮膚科、緩和ケア内科 医療法人社団悠翔会　悠翔会在宅クリニック流山 270-0101 流山市東深井９４８協栄年金ホーム１Ｆ

松戸 西村　健 内科 医療法人社団紀信会　西村内科胃腸科医院 270-0163 流山市南流山２－２４－４
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松戸 前田　孝文 消化器内科 南流山内視鏡おなかクリニック 270-0163 流山市南流山２－４－７Ｇｒａｎｄ　ｊｏｕｒ２Ｆ

松戸 池田　郁雄 内科、小児科 医療法人社団康寿会　いけだ内科小児科クリニック 270-0163 流山市南流山２－８－１０Ｅｌａｉａ南流山１０１号

松戸 柿田　哲彦 眼科 柿田眼科 270-0163 流山市南流山４－１－１５南流山駅前ビル２階

松戸 荒井　渉 内科、外科 あらい内科・外科 270-0163 流山市南流山８－１１－９

松戸 岡田　尚子 小児科 医療法人社団協友会　千葉愛友会記念病院 270-0161 流山市鰭ヶ崎１－１

松戸 伊東　英里 消化器内科 医療法人社団協友会　千葉愛友会記念病院 270-0161 流山市鰭ヶ崎１-１

松戸 野村　亮介 消化器内科 医療法人社団協友会　千葉愛友会記念病院 270-0161 流山市鰭ヶ崎１－１

松戸 高松　正武 透析科 医療法人社団協友会 千葉愛友会記念病院 270-0161 流山市鰭ヶ崎１-１

松戸 髙橋　穣 内科 千葉愛友会　千葉愛友会記念病院 270-0161 流山市鰭ヶ崎１－１

松戸 石塚　朋樹 外科 医療法人社団協友会　千葉愛友会記念病院 270-0161 流山市鰭ケ崎１－１

松戸 木下　淳 外科 医療法人社団協友会　千葉愛友会記念病院 270-0161 流山市鰭ケ崎１－１

松戸 野本　健一 外科 医療法人社団協友会　千葉愛友会記念病院 270-0161 流山市鰭ケ崎１－１

松戸 平岡　邦彦 産婦人科 医療法人社団協友会　千葉愛友会記念病院 270-0161 流山市鰭ケ崎１－１

松戸 平川　宏 産婦人科 医療法人社団協友会　千葉愛友会記念病院 270-0161 流山市鰭ケ崎１－１

松戸 根津　櫻子 小児科 医療法人社団協友会　千葉愛友会記念病院 270-0161 流山市鰭ケ崎１－１

松戸 長谷川　敦子 小児科 医療法人社団協友会　千葉愛友会記念病院 270-0161 流山市鰭ケ崎１－１

松戸 金川　裕矢 整形外科 医療法人社団協友会　千葉愛友会記念病院 270-0161 流山市鰭ケ崎１－１

松戸 倉茂　聡徳 整形外科 医療法人社団協友会　千葉愛友会記念病院 270-0161 流山市鰭ケ崎１－１

松戸 鈴木　康一 整形外科 医療法人社団協友会　千葉愛友会記念病院 270-0161 流山市鰭ケ崎１－１

松戸 三村　俊介 内科 医療法人社団協友会　千葉愛友会記念病院 270-0161 流山市鰭ケ崎１－１

松戸 小早川　直 内科 医療法人社団協友会　千葉愛友会記念病院 270-0161 流山市鰭ケ崎１－１

松戸 大下　哲 内科 医療法人社団協友会　千葉愛友会記念病院 270-0161 流山市鰭ケ崎1-1

松戸 長竹　正明 内科 医療法人社団協友会　千葉愛友会記念病院 270-0161 流山市鰭ケ崎１－１

松戸 西村　英士 内科、外科 医療法人社団協友会　千葉愛友会記念病院 270-0161 流山市鰭ケ崎１－１

松戸 川崎　剛 脳神経外科 医療法人社団協友会　千葉愛友会記念病院 270-0161 流山市鰭ケ崎１－１

松戸 西脇　冬子 皮膚科 医療法人社団協友会　千葉愛友会記念病院 270-0161 流山市鰭ケ崎１－１

松戸 山西　健司 放射線科 医療法人社団愛友会　千葉愛友会記念病院 270-0161 流山市鰭ケ崎１－１

松戸 青木　憲司 麻酔科 医療法人社団協友会　千葉愛友会記念病院 270-0161 流山市鰭ケ崎１－１

松戸 爲貝　秀明 整形外科 医療法人社団診誠会　ためがい整形外科クリニック 270-0157 流山市平和台４－５－４３

松戸 鈴木　憲治 内科、消化器科 医療法人社団診誠会　すずき内科クリニック 270-0157 流山市平和台４－５－４３

松戸 伊藤　保彦 内科、神経内科 医療法人社団診誠会　すずき内科クリニック 270-0157 流山市平和台４－５－４３

松戸 髙原　映崇 内科、消化器内科 医療法人社団診誠会　すずき内科クリニック 270-0157 流山市平和台４－５－４３平和台メディカルビルディング１０１号

松戸 中川　昌之 内科 （医）流山東部診療所 270-0145 流山市名都借９０９－１

松戸 齊藤　辰彦 糖尿病代謝内分泌内科 南流山糖尿病栄養内科さいとうクリニック 270-0162 流山市木４０２

野田 阿部　勇人 外科 医療法人社団圭春会　小張総合病院 278-8501 野田市横内２９－１

野田 横山　武史 外科 医療法人社団圭春会　小張総合病院 278-8501 野田市横内29-1

野田 吉井　克己 外科 医療法人社団圭春会　小張総合病院 278-8501 野田市横内２９－１

野田 冨岡　一幸 外科 医療法人社団圭春会　小張総合病院 278-8501 野田市横内２９－１

野田 木村　友紀 外科 医療法人社団圭春会　小張総合病院 278-8501 野田市横内29-1

野田 北川　順久 眼科 医療法人社団　圭春会　小張総合病院 278-8501 野田市横内２９－１

野田 角田　義弥 呼吸器内科 医療法人社団　圭春会　小張総合病院 278-8501 野田市横内２９－１

野田 田口　真人 呼吸器内科 小張総合病院 278-8501 野田市横内２９－１

野田 髙野　信也 耳鼻いんこう科 医療法人社団圭春会　小張総合病院 278-8501 野田市横内２９－１

野田 井澤　智彰 循環器内科 医療法人社団圭春会　小張総合病院 278-8501 野田市横内29-1

野田 飯田　洋司 循環器内科 医療法人社団　圭春会　小張総合病院 278-8501 野田市横内２９－１

野田 牧嶋　信行 循環器内科 医療法人社団圭春会　小張総合病院 278-8501 野田市横内29-1

野田 浦上　達彦 小児科 医療法人社団　圭春会　小張総合病院 278-8501 野田市横内２９－１

野田 河添　啓介 消化器内科 医療法人社団圭春会　小張総合病院 278-8501 野田市横内２９－１

野田 山下　加美 消化器内科 医療法人社団圭春会　小張総合病院 278-8501 野田市横内29-1

野田 村松　雄輔 消化器内科 医療法人社団圭春会　小張総合病院 278-8501 野田市横内２９－１

野田 稲村　順二 心臓血管外科 医療法人社団　圭春会　小張総合病院 278-8501 野田市横内２９－１

野田 吉橋　廣一 神経内科 医療法人社団圭春会　小張総合病院 278-8501 野田市横内29-1

野田 岩永　伸也 腎・糖尿内科 医療法人社団　圭春会　小張総合病院 278-0004 野田市横内２９－１

野田 徳田　直子 腎・糖尿病内科 医療法人社団圭春会　小張総合病院 278-8501 野田市横内２９－１

野田 渡辺　修一 腎臓内科 医療法人社団　圭春会　小張総合病院 278-8501 野田市横内２９－１

野田 小松　太一 整形外科 医療法人社団　圭春会　小張総合病院 278-8501 野田市横内２９－１

野田 相馬　大鋭 整形外科 医療法人社団　圭春会　小張総合病院 278-8501 野田市横内２９－１

野田 藤井　亮太 整形外科 医療法人社団圭春会　小張総合病院 278-8501 野田市横内２９－１

野田 笹本　磨央 内科、呼吸器内科 医療法人社団圭春会　小張総合病院 278-8501 野田市横内２９－１

野田 佐藤　直昭 脳神経外科 医療法人社団圭春会　小張総合病院 278-8501 野田市横内29-1

野田 藤森　広幸 脳神経外科 医療法人社団圭春会　小張総合病院 278-8501 野田市横内29-1

野田 岡田　安弘 泌尿器科 医療法人社団圭春会　小張総合病院 278-8501 野田市横内29-1

野田 岩田　人美 麻酔科 医療法人社団圭春会　小張総合病院 278-8501 野田市横内29-1

野田 金井　優典 麻酔科 医療法人社団圭春会　小張総合病院 278-8501 野田市横内29-1

野田 大島　正行 麻酔科 医療法人社団圭春会　小張総合病院 278-8502 野田市横内29-1

野田 八橋　透 循環器内科 医療法人社団圭春会　小張総合病院 278-8501 野田市横内２９ー１

野田 飯塚　弘隆 麻酔科 医療法人社団圭春会　小張総合病院 278-8501 野田市横内２９ー１

野田 小沼　邦之 脳神経外科 医療法人社団　圭春会　小張総合病院 278-8501 野田市横内２９番１

野田 谷口　勲 内科、小児科、循環器内科 医療法人社団　健福会　花井クリニック 278-0026 野田市花井２４９－５

野田 冨永　和喜 内科、外科、泌尿器科 医療法人社団成和心会　東葛クリニック野田 278-0042 野田市吉春２１１
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野田 田中　潤一郎 外科 キッコーマン総合病院 278-0005 野田市宮崎１００

野田 平井　千順 眼科 キッコーマン総合病院 278-0005 野田市宮崎１００

野田 遠藤　正裕 産婦人科 キッコーマン株式会社　キッコーマン総合病院 278-0005 野田市宮崎１００

野田 小松　孝昭 循環器内科 キッコーマン総合病院 278-0005 野田市宮崎１００

野田 神山　翔 整形外科 キッコーマン株式会社　キッコーマン総合病院 278-0005 野田市宮崎１００

野田 菰田　文武 内科 キッコーマン総合病院 278-0005 野田市宮崎１００

野田 渡邊　悠人 内科 キッコーマン総合病院 278-0005 野田市宮崎１００

野田 久保田　芳郎 外科 キッコーマン総合病院 278-0005 野田市宮崎100番地

野田 仁禮　貴子 外科 キッコーマン総合病院 278-0005 野田市宮崎100番地

野田 宇田川　秀雄 産婦人科 キッコーマン総合病院 278-0005 野田市宮崎100番地

野田 宮﨑　亮一郎 産婦人科 キッコーマン総合病院 278-0005 野田市宮崎１００番地

野田 秋津　憲佑 産婦人科 キッコーマン株式会社　キッコーマン総合病院 278-0005 野田市宮崎１００番地

野田 大野　則彦 循環器内科 キッコーマン総合病院 278-0005 野田市宮崎100番地

野田 細井　洋平 小児科 キッコーマン総合病院 278-0005 野田市宮崎100番地

野田 野内　隆治 整形外科 キッコーマン総合病院 278-0005 野田市宮崎100番地

野田 落合　直之 整形外科 キッコーマン総合病院 278-0005 野田市宮崎100番地

野田 佐々木　信和 生活習慣病内科 キッコーマン株式会社　キッコーマン総合病院 278-0005 野田市宮崎１００番地

野田 三上　繁 内科 キッコーマン総合病院 278-0005 野田市宮崎100番地

野田 秋本　政秀 内科 キッコーマン総合病院 278-0005 野田市宮崎100番地

野田 清水　史郎 内科 キッコーマン総合病院 278-0005 野田市宮崎100番地

野田 岡田　安郎 内科、消化器内科 医療法人社団啓心会　七光台クリニック 278-0057 野田市光葉町１－８－６

野田 森本　隆史 内科、精神科、外科 MED　AGREE　CLINIC　のだ 278-0011 野田市三ツ堀８１９－１

野田 三枝　誠一郎 内科、小児科 さえぐさ医院 278-0022 野田市山崎１３８５－１

野田 小笠　伸二 皮膚科 うめさと皮フ科クリニック 278-0022 野田市山崎1850-1梅郷メディカルプラザ２階

野田 山川　一夫 内科、神経内科 やまかわ内科・神経内科クリニック 278-0022 野田市山崎２１８６－６

野田 加瀬　肇 外科 ライフワンホームクリニック 278-0051 野田市七光台３５１－３３バディマンション１Ｆ

野田 柴田　陽一 外科 七光台内科外科 278-0051 野田市七光台4-2イオンタウン野田七光台Ｅ棟2階

野田 外川　誠一郎 整形外科 医療法人社団　柏誠会　川間春日町整形外科小児科クリニック 278-0052 野田市春日町２５－３０

野田 門倉　茂樹 内科、外科、消化器内科 医療法人社団桃和会　門倉医院 278-0033 野田市上花輪６２８番地の１

野田 新村　與平 内科 医療法人社団　新村医院 278-0012 野田市瀬戸８４

野田 澤浦　宏明 脳神経外科 医療法人社団福聚会　東葛飾病院 270-0215 野田市中戸１３

野田 寺内　剛 胃腸科、外科 医療法人社団　福聚会　東葛飾病院 270-0215 野田市中戸１３番地

野田 阿久根　透 内科 医療法人社団福聚会　東葛飾病院 270-0215 野田市中戸１３番地

野田 鈴木　隆一 内科、皮膚科 スズキ皮フ科内科クリニック 278-0031 野田市中根３６－１　イオンノア３F

野田 伊藤　正朗 外科 医療法人社団真療会　野田病院 270-0237 野田市中里１５５４－１

野田 松本　浩 消化器外科 医療法人社団真療会　野田病院 270-0237 野田市中里１５５４－１

野田 李　新一 整形外科 医療法人社団　真療会　野田病院 270-0237 野田市中里１５５４－１

野田 内田　博 内科 医療法人社団真療会　野田病院 270-0237 野田市中里１５５４－１

野田 白井　よんえ 内科 医療法人社団真療会　野田病院 270-0237 野田市中里１５５４－１

野田 樋口　明宏 心臓血管外科、眼科 医療法人社団真療会　野田病院 270-0237 野田市中里1554番地１

野田 金本　秀之 内科 医療法人社団真療会　野田病院 270-0237 野田市中里１５５４番地１

野田 深瀬　知之 内科、外科、肛門外科 医療法人社団淑幸会　尾崎台クリニック 270-0238 野田市尾崎台１４番地

野田 善方　淑子 内科 医療法人社団啓仁会　関宿中央医院 270-0222 野田市木間ケ瀬２４２３－１

野田 尾羽澤　実 眼科 オバザワ眼科 278-0037 野田市野田２４１－４

野田 岡田　一芳 小児科 岡田小児科医院 278-0037 野田市野田６５４

野田 山内　俊忠 内科 医療法人社団淑幸会　野田ライフケアセンタークリニック 278-0037 野田市野田８４０番地

印旛 秋元　正宇 形成外科 学校法人日本医科大学日本医科大学千葉北総病院 270-1694 印西市鎌刈１７１５

印旛 石井　暢明 形成外科 学校法人日本医科大学日本医科大学千葉北総病院 270-1694 印西市鎌刈１７１５

印旛 横瀬　紀夫 血液内科 学校法人日本医科大学日本医科大学千葉北総病院 270-1614 印西市鎌刈１７１５

印旛 清野　精彦 循環器内科 学校法人日本医科大学日本医科大学千葉北総病院 270-1694 印西市鎌刈１７１５

印旛 浅野　健 小児科 学校法人日本医科大学日本医科大学千葉北総病院 270-1694 印西市鎌刈１７１５

印旛 藤野　修 小児科 学校法人日本医科大学日本医科大学千葉北総病院 270-1694 印西市鎌刈１７１５

印旛 楢﨑　秀彦 小児科 学校法人日本医科大学日本医科大学千葉北総病院 270-1694 印西市鎌刈１７１５

印旛 糸川　典夫 消化器内科 学校法人日本医科大学日本医科大学千葉北総病院 270-1694 印西市鎌刈１７１５

印旛 藤井　正大 心臓血管外科 学校法人日本医科大学日本医科大学千葉北総病院 270-1694 印西市鎌刈１７１５

印旛 別所　竜蔵 心臓血管外科 学校法人日本医科大学日本医科大学千葉北総病院 270-1694 印西市鎌刈１７１５

印旛 中嶋　隆夫 整形外科 学校法人日本医科大学日本医科大学千葉北総病院 270-1694 印西市鎌刈１７１５

印旛 岡島　史宜 内科 学校法人日本医科大学日本医科大学千葉北総病院 270-1694 印西市鎌刈１７１５

印旛 田中　庸介 内科、呼吸器科 学校法人日本医科大学日本医科大学千葉北総病院 270-1694 印西市鎌刈１７１５

印旛 山田　剛久 内科、腎臓内科　リウマチ膠原病内科 学校法人日本医科大学日本医科大学千葉北総病院 270-1694 印西市鎌刈１７１５

印旛 鈴木　英之 外科、消化器外科 日本医科大学千葉北総病院 270-1694 印西市鎌苅１７１５

印旛 五十嵐　勉 眼科 日本医科大学　千葉北総病院 270-1694 印西市鎌苅１７１５

印旛 木下　量介 血液内科 日本医科大学千葉北総病院 270-1694 印西市鎌苅１７１５

印旛 岡野　哲也 呼吸器内科 日本医科大学千葉北総病院 270-1694 印西市鎌苅１７１５

印旛 細矢　慶 耳鼻いんこう科 日本医科大学千葉北総病院 270-1694 印西市鎌苅１７１５

印旛 小町　太郎 耳鼻いんこう科 日本医科大学千葉北総病院 270-1694 印西市鎌苅１７１５

印旛 宮内　靖史 循環器内科 日本医科大学千葉北総病院 270-1694 印西市鎌苅１７１５

印旛 植竹　俊介 循環器内科 日本医科大学千葉北総病院 270-1694 印西市鎌苅１７１５

印旛 五十嵐　徹 小児科 学校法人日本医科大学日本医科大学千葉北総病院 270-1694 印西市鎌苅１７１５

印旛 藤田　敦士 小児科 日本医科大学千葉北総病院 270-1613 印西市鎌苅１７１５
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印旛 髙木　篤史 小児科 日本医科大学　千葉北総病院 270-1694 印西市鎌苅１７１５

印旛 吉田　祐士 消化器内科 日本医科大学千葉北総病院 270-1694 印西市鎌苅１７１５

印旛 近藤　千紗 消化器内科 学校法人日本医科大学日本医科大学千葉北総病院 270-1694 印西市鎌苅１７１５

印旛 西本　崇良 消化器内科 日本医科大学千葉北総病院 270-1694 印西市鎌苅１７１５

印旛 大久保　知美 消化器内科 日本医科大学千葉北総病院 270-1613 印西市鎌苅１７１５

印旛 藤森　俊二 消化器内科 日本医科大学千葉北総病院 270-1694 印西市鎌苅１７１５

印旛 米澤　真興 消化器内科 学校法人日本医科大学日本医科大学千葉北総病院 270-1694 印西市鎌苅１７１５

印旛 葉山　惟信 消化器内科 日本医科大学千葉北総病院 270-1694 印西市鎌苅１７１５

印旛 戸田　諭補 神経内科 学校法人日本医科大学日本医科大学千葉北総病院 270-1694 印西市鎌苅１７１５

印旛 山崎　峰雄 神経内科 学校法人日本医科大学日本医科大学千葉北総病院 270-1694 印西市鎌苅１７１５

印旛 周東　佑樹 糖尿病内分泌代謝内科 日本医科大学千葉北総病院 270-1694 印西市鎌苅１７１５

印旛 松下　誠人 内科、循環器内科 日本医科大学千葉北総病院 270-1694 印西市鎌苅１７１５

印旛 井手口　稔 脳神経外科 日本医科大学千葉北総病院 270-1694 印西市鎌苅１７１５

印旛 金　景成 脳神経外科 学校法人日本医科大学日本医科大学千葉北総病院 270-1694 印西市鎌苅１７１５

印旛 山口　昌紘 脳神経外科 日本医科大学　千葉北総病院 270-1694 印西市鎌苅１７１５

印旛 小南　修史 脳神経外科 学校法人日本医科大学日本医科大学千葉北総病院 270-1694 印西市鎌苅１７１５

印旛 水成　隆之 脳神経外科 学校法人日本医科大学日本医科大学千葉北総病院 270-1694 印西市鎌苅１７１５

印旛 大村　朋子 脳神経外科 学校法人日本医科大学日本医科大学千葉北総病院 270-1694 印西市鎌苅１７１５

印旛 梅岡　克哉 脳神経外科 学校法人日本医科大学日本医科大学千葉北総病院 270-1694 印西市鎌苅１７１５

印旛 國保　倫子 脳神経外科 学校法人日本医科大学日本医科大学千葉北総病院 270-1694 印西市鎌苅１７１５

印旛 纐纈　健太 脳神経外科 日本医科大学　千葉北総病院 270-1694 印西市鎌苅１７１５

印旛 村賀　香名子 脳神経内科 日本医科大学千葉北総病院 270-1694 印西市鎌苅１７１５

印旛 神田　奈緒子 皮膚科 日本医科大学千葉北総病院 270-1694 印西市鎌苅１７１５

印旛 亀谷　修平 眼科 亀谷アイクリニック 270-1613 印西市鎌苅字荒野前２００４－１２

印旛 小堀　浩幸 内科 印西ほがらかクリニック 270-1335 印西市原１－２BIGHOPガーデンモール印西V－１０２

印旛 髙島　照弘 消化器科 いんざいさくらクリニック 270-1335 印西市原１－２ビックホップガーデンモール印西V－１０３

印旛 伊東　聡行 内科、神経内科、小児科、外科、脳神経外科 牧の原いとうクリ二ック 270-1335 印西市原４－１

印旛 鈴木　洋一 リウマチ科、整形外科 鈴木整形外科 270-1342 印西市高花５‐１‐２

印旛 林　宏紀 呼吸器内科 印西そよかぜ内科・呼吸器内科 270-1334 印西市西の原５－１２－１

印旛 河内　雅章 脳神経外科 医療法人社団雅厚生会千葉新都市ラーバンクリニック 270-1337 印西市草深１３８

印旛 塚田　健次 内科、乳腺外科、消化器内科 千葉ニュータウン駅前つかだクリニック 270-1350 印西市中央北１－１APPOLO　PLANT　MALL　２F

印旛 福原　知之 小児科 千葉ニュータウン駅前こどもクリニック 270-1350 印西市中央北１丁目１番地APOLLO　PLANT　MALL２階②

印旛 肥田　高嶺 消化器科、外科、整形外科、リハビリテーション科 医療法人社団千葉医心会千葉ニュータウンクリニック 270-1347 印西市内野１－５－１

印旛 津金澤　俊和 内科 つがねさわ医院 270-1605 印西市平賀1870-3

印旛 黄川　和愛 リハビリテーション科 医療法人社団　優駿会　Dr．Kクリニック 270-1605 印西市平賀３７８０

印旛 土橋　達夫 眼科 医療法人社団　聖瞳会　牧の原眼科クリニック 270-1331 印西市牧の原１－３

印旛 伊東　英輔 消化器科、外科 医療法人平成博愛会　印西総合病院 270-1339 印西市牧の台１－１－１

印旛 川村　正樹 整形外科 医療法人平成博愛会　印西総合病院 270-1339 印西市牧の台１－１－１

印旛 永井　雅巳 内科 医療法人平成博愛会　印西総合病院 270-1339 印西市牧の台１－１－１

印旛 真鍋　和義 内科 医療法人平成博愛会　印西総合病院 270-1339 印西市牧の台１－１－１

印旛 増子　忍 内科 医療法人平成博愛会　印西総合病院 270-1339 印西市牧の台１－１－１

印旛 武内　克介 内科 医療法人平成博愛会　印西総合病院 270-1339 印西市牧の台１－１－１

印旛 坂東　功一 内科、外科、内視鏡内科、消化器内科、肝臓内科、肛門外科 医療法人社団　翔令会　ばんどうクリニック 270-2327 印西市竜腹寺３４９－１

印旛 小川　芳信 内科 医療法人社団相生会おがわ内科 270-1516 印旛郡栄町安食１－１８－２３

印旛 杉本　義久 整形外科 医療法人社団育誠會　北総栄病院 270-1516 印旛郡栄町安食２４２１

印旛 畑　典武 内科 医療法人社団　育誠会　北総栄病院 270-1516 印旛郡栄町安食２４２１

印旛 髙田　伸夫 内科 介護老人保健施設　さかえケアセンター 270-1516 印旛郡栄町安食２４２１

印旛 三浦　靖史 内科、循環器科 医療法人社団育誠會　北総栄病院 270-1516 印旛郡栄町安食２４２１

印旛 中山　肇 胃腸科 医療法人社団ひふみ会中山胃腸科外科医院 270-1513 印旛郡栄町酒直４６４－６

印旛 平井　博 整形外科 医療法人社団　千葉光徳会　千葉しすい病院 285-0905 印旛郡酒々井町上岩橋１１６０－２

印旛 角田　純一 内科 医療法人社団千葉光徳会　千葉しすい病院 285-0905 印旛郡酒々井町上岩橋１１６０－２

印旛 吉田　博美 内科 医療法人社団　千葉光徳会　千葉しすい病院 285-0905 印旛郡酒々井町上岩橋１１６０－２

印旛 石井　妙子 内科 医療法人社団千葉光徳会　千葉しすい病院 285-0905 印旛郡酒々井町上岩橋１１６０－２

印旛 徳田　哲 内科 医療法人社団　千葉光徳会　千葉しすい病院 285-0905 印旛郡酒々井町上岩橋１１６０－２

印旛 二見　篤 内科 医療法人社団　千葉光徳会　千葉しすい病院 285-0905 印旛郡酒々井町上岩橋１１６０－２

印旛 香中　伸一郎 内科、循環器科 医療法人社団　千葉光徳会　千葉しすい病院 285-0905 印旛郡酒々井町上岩橋１１６０－２

印旛 仲野　智 泌尿器科 医療法人社団　千葉光徳会　千葉しすい病院 285-0905 印旛郡酒々井町上岩橋１１６０－２

印旛 塙　研司 内科、泌尿器科 しすいホームクリニック 285-0922 印旛郡酒々井町中央台１－２８－１

印旛 呉　香代 眼科 医療法人社団仁香会しすい眼科医院 285-0922 印旛郡酒々井町中央台２－１８－１８

印旛 呉　輔仁 眼科 医療法人社団仁香会しすい眼科医院 285-0922 印旛郡酒々井町中央台２－１８－１８

印旛 大前　利道 内科 医療法人社団　新虎の門会　酒々井虎の門クリニック 285-0912 印旛郡酒々井町飯積２－８－９

印旛 工藤　秀徳 内科、外科 医療法人社団工藤外科内科 285-0858 佐倉市ユーカリが丘２－２－４

印旛 大木　聰 眼科 医療法人社団勇和会大木眼科 285-0858 佐倉市ユーカリが丘４－１　イーストタワー２Ｆ

印旛 松山　剛 小児科 ユーカリが丘アレルギーこどもクリニック 285-0858 佐倉市ユーカリが丘４－１－１イーストタワー２階

印旛 舟木　久敏 内科 医療法人社団双久会勝田訪問診療所 285-0861 佐倉市臼井田７７４－５５

印旛 松村　理史 消化器科 医療法人社団愛信会　佐倉中央病院 285-0014 佐倉市栄町２０－４

印旛 石川　博久 整形外科、訪問診療科 医療法人社団　愛信会　佐倉中央病院 285-0014 佐倉市栄町２０－４

印旛 岩淵　康雄 内科 医療法人社団愛信会　佐倉中央病院 285-0014 佐倉市栄町２０－４

印旛 石崎　晃 内科 医療法人社団愛信会　佐倉中央病院 285-0014 佐倉市栄町２０－４

印旛 江本　直也 内分泌内科 医療法人社団　愛信会　佐倉中央病院 285-0014 佐倉市栄町２０－４
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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 小杉　依子 内科 医療法人社団千葉爽緑会　ふたば在宅クリニック佐倉 285-0837 佐倉市王子台１－２２－１３海佑ビル１階

印旛 木ノ下　敬彦 内科、循環器内科 医療法人社団　千葉爽緑会　ふたば在宅クリニック佐倉 285-0837 佐倉市王子台１－２２－１３海佑ビル１階１０２号室

印旛 大地　興明 整形外科 大地整形外科 285-0837 佐倉市王子台３－１－８　うめやビル２Ｆ

印旛 林　昌宣 眼科 医療法人社団ＭＣ８８４　はやし眼科臼井クリニック 285-0837 佐倉市王子台３－１－８うめやビル１階１０３号室

印旛 山本　智史 内科、小児科、糖尿病内科 佐倉ファミリークリニック 285-0837 佐倉市王子台３－５－１５

印旛 鮫島　康高 内科 社会福祉法人ユーカリ優都会南ケ丘病院 285-0841 佐倉市下志津２１８

印旛 藤原　敬悟 脳神経外科 社会福祉法人　ユーカリ優都会　南ヶ丘病院 285-0841 佐倉市下志津２１８

印旛 松岡　克善 消化器内科 東邦大学医療センター佐倉病院 285-8741 佐倉市下志津５４６－１

印旛 瓜田　祐 一般・消化器外科 学校法人東邦大学東邦大学医療センター佐倉病院 285-8741 佐倉市下志津５６４－１

印旛 岡住　慎一 外科 東邦大学医療センター佐倉病院 285-0841 佐倉市下志津５６４－１

印旛 佐藤　雄 外科 東邦大学医療センター　佐倉病院 285-8741 佐倉市下志津５６４－１

印旛 佐藤　礼実 外科 東邦大学医療センター佐倉病院 285-8741 佐倉市下志津５６４－１

印旛 長島　誠 外科 東邦大学医療センター佐倉病院 285-8741 佐倉市下志津５６４－１

印旛 田中　宏 外科 学校法人東邦大学東邦大学医療センター佐倉病院 285-8741 佐倉市下志津５６４－１

印旛 武之内　史子 外科 東邦大学医療センター佐倉病院 285-8741 佐倉市下志津５６４－１

印旛 平沼　彩子 外科 学校法人東邦大学東邦大学医療センター佐倉病院 285-8741 佐倉市下志津５６４－１

印旛 北原　知晃 外科 東邦大学医療センター佐倉病院 285-0841 佐倉市下志津５６４－１

印旛 橋本　りゅう也 眼科 東邦大学医療センター　佐倉病院 285-0841 佐倉市下志津５６４－１

印旛 坂本　理之 眼科 東邦大学医療センター佐倉病院 285-0841 佐倉市下志津５６４－１

印旛 酒井　麻夫 眼科 学校法人東邦大学東邦大学医療センター佐倉病院 285-8741 佐倉市下志津５６４－１

印旛 前野　貴俊 眼科 東邦大学医療センター佐倉病院 285-0841 佐倉市下志津５６４－１

印旛 麻生　健一朗 眼科 東邦大学医療センター佐倉病院 285-8741 佐倉市下志津５６４－１

印旛 矢田　圭介 眼科 学校法人東邦大学医療センター佐倉病院 285-8741 佐倉市下志津５６４－１

印旛 若林　宏樹 呼吸器内科 東邦大学医療センター　佐倉病院 285-8741 佐倉市下志津５６４－１

印旛 松澤　康雄 呼吸器内科 学校法人東邦大学東邦大学医療センター佐倉病院 285-8741 佐倉市下志津５６４－１

印旛 入江　珠子 呼吸器内科 東邦大学医療センター佐倉病院 285-8741 佐倉市下志津５６４－１

印旛 力武　はぎの 呼吸器内科 学校法人東邦大学東邦大学医療センター佐倉病院 285-8741 佐倉市下志津５６４－１

印旛 高島　明子 産婦人科 東邦大学医療センター佐倉病院 285-0841 佐倉市下志津５６４－１

印旛 吉田　友英 耳鼻いんこう科 東邦大学医療センター佐倉病院 285-0841 佐倉市下志津５６４－１

印旛 牛尾　宗貴 耳鼻いんこう科 東邦大学医療センター佐倉病院 285-8741 佐倉市下志津５６４－１

印旛 黒崎　元良 耳鼻いんこう科 東邦大学医療センター　佐倉病院 285-8741 佐倉市下志津５６４－１

印旛 太田　康 耳鼻いんこう科 東邦大学医療センター佐倉病院 285-8741 佐倉市下志津５６４－１

印旛 田中　稔丈 耳鼻いんこう科 東邦大学医療センター佐倉病院 285-8741 佐倉市下志津５６４－１

印旛 清水　一寛 循環器内科 学校法人東邦大学東邦大学医療センター佐倉病院 285-8741 佐倉市下志津５６４－１

印旛 飯塚　卓夫 循環器内科 学校法人東邦大学東邦大学医療センター佐倉病院 285-8741 佐倉市下志津５６４－１

印旛 美甘　周史 循環器内科 学校法人東邦大学東邦大学医療センター佐倉病院 285-8741 佐倉市下志津５６４－１

印旛 舘野　昭彦 小児科 学校法人東邦大学東邦大学医療センター佐倉病院 285-8741 佐倉市下志津５６４－１

印旛 金村　英秋 小児科 東邦大学医療センター佐倉病院 285-8741 佐倉市下志津５６４－１

印旛 小松　陽樹 小児科 学校法人東邦大学東邦大学医療センター佐倉病院 285-8741 佐倉市下志津５６４－１

印旛 星野　廣樹 小児科 東邦大学医療センター佐倉病院 285-8741 佐倉市下志津５６４－１

印旛 川瀬　泰浩 小児科 東邦大学医療センター佐倉病院 285-8741 佐倉市下志津５６４－１

印旛 本山　治 小児科 学校法人東邦大学東邦大学医療センター佐倉病院 285-8741 佐倉市下志津５６４－１

印旛 鈴木　沙耶香 小児科 東邦大学医療センター　佐倉病院 285-8741 佐倉市下志津５６４－１

印旛 髙山　和子 小児科 東邦大学医療センター佐倉病院 285-8741 佐倉市下志津５６４－１

印旛 大城　崇司 消化器外科 東邦大学医療センター佐倉病院 285-0841 佐倉市下志津５６４－１

印旛 門屋　健吾 消化器外科 東邦大学医療センター佐倉病院 285-0841 佐倉市下志津５６４－１

印旛 岩下　裕明 消化器内科 東邦大学医療センター佐倉病院 285-8741 佐倉市下志津５６４－１

印旛 佐々木　大樹 消化器内科 東邦大学医療センター佐倉病院 285-8741 佐倉市下志津５６４－１

印旛 山田　哲弘 消化器内科 学校法人東邦大学東邦大学医療センター佐倉病院 285-8741 佐倉市下志津５６４－１

印旛 柴本　麻衣 消化器内科 東邦大学医療センター　佐倉病院 285-8741 佐倉市下志津５６４－１

印旛 勝俣　雅夫 消化器内科 東邦大学医療センター佐倉病院 285-8741 佐倉市下志津５６４－１

印旛 中村　健太郎 消化器内科 東邦大学医療センター佐倉病院 285-8741 佐倉市下志津５６４－１

印旛 本村　昇 心臓血管外科 学校法人東邦大学東邦大学医療センター佐倉病院 285-8741 佐倉市下志津５６４－１

印旛 粕谷　秀輔 心臓血管外科、放射線科 東邦大学医療センター　佐倉病院 285-8741 佐倉市下志津５６４－１

印旛 澤井　摂 神経内科 東邦大学医療センター　佐倉病院 285-8741 佐倉市下志津５６４－１

印旛 山﨑　惠介 腎臓内科 東邦大学医療センター佐倉病院 285-8741 佐倉市下志津５６４－１

印旛 大橋　靖 腎臓内科 東邦大学医療センター佐倉病院 285-8741 佐倉市下志津５６４－１

印旛 高橋　宏 整形外科 学校法人東邦大学東邦大学医療センター佐倉病院 285-8741 佐倉市下志津５６４－１

印旛 乗本　将輝 整形外科 東邦大学医療センター　佐倉病院 285-8741 佐倉市下志津５６４－１

印旛 中川　晃一 整形外科 学校法人東邦大学東邦大学医療センター佐倉病院 285-8741 佐倉市下志津５６４－１

印旛 中島　新 整形外科 学校法人東邦大学東邦大学医療センター佐倉病院 285-8741 佐倉市下志津５６４－１

印旛 齊藤　淳哉 整形外科 東邦大学医療センター　佐倉病院 285-8741 佐倉市下志津５６４－１

印旛 渡邉　康弘 糖尿病・内分泌・代謝センター 東邦大学医療センター佐倉病院 285-8741 佐倉市下志津５６４－１

印旛 山口　崇 糖尿病内分泌代謝センター 東邦大学医療センター佐倉病院 285-8741 佐倉市下志津５６４－１

印旛 龍野　一郎 糖尿病内分泌代謝センター 東邦大学医療センター佐倉病院 285-8741 佐倉市下志津５６４－１

印旛 菊地　秀昌 内科 学校法人東邦大学東邦大学医療センター佐倉病院 285-8741 佐倉市下志津５６４－１

印旛 宮村　美幸 内科 東邦大学医療センター佐倉病院 285-8741 佐倉市下志津５６４－１

印旛 熊野　浩太郎 内科 東邦大学医療センター　佐倉病院 285-8741 佐倉市下志津５６４－１

印旛 古川　潔人 内科 東邦大学医療センター　佐倉病院 285-8741 佐倉市下志津５６４－１
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印旛 清水　直美 内科 学校法人東邦大学東邦大学医療センター佐倉病院 285-8741 佐倉市下志津５６４－１

印旛 大平　征宏 内科 東邦大学医療センター佐倉病院 285-8741 佐倉市下志津５６４－１

印旛 鈴木　康夫 内科学講座　消化器センター 学校法人東邦大学東邦大学医療センター佐倉病院 285-8741 佐倉市下志津５６４－１

印旛 根本　匡章 脳神経外科 東邦大学医療センター　佐倉病院 285-8741 佐倉市下志津５６４－１

印旛 小此木　信一 脳神経外科 東邦大学医療センター佐倉病院 285-8741 佐倉市下志津５６４－１

印旛 上田　啓太 脳神経外科 東邦大学医療センター佐倉病院 285-8741 佐倉市下志津５６４－１

印旛 長尾　考晃 脳神経外科 東邦大学医療センター　佐倉病院 285-8741 佐倉市下志津５６４－１

印旛 内野　圭 脳神経外科 東邦大学医療センター　佐倉病院 285-8741 佐倉市下志津５６４－１

印旛 舘野　冬樹 脳神経内科 学校法人東邦大学東邦大学医療センター佐倉病院 285-8741 佐倉市下志津５６４－１

印旛 榊原　隆次 脳神経内科 学校法人東邦大学東邦大学医療センター佐倉病院 285-8741 佐倉市下志津５６４－１

印旛 岡　了 泌尿器科 東邦大学医療センター　佐倉病院 285-8741 佐倉市下志津５６４－１

印旛 内海　孝信 泌尿器科 東邦大学医療センター佐倉病院 285-8741 佐倉市下志津５６４－１

印旛 髙波　眞佐治 泌尿器科 東邦大学医療センター佐倉病院 285-0841 佐倉市下志津５６４－１

印旛 安部　文人 皮膚科 東邦大学医療センター佐倉病院 285-0841 佐倉市下志津５６４－１

印旛 三津山　信治 皮膚科 学校法人東邦大学東邦大学医療センター佐倉病院 285-8741 佐倉市下志津５６４－１

印旛 樋口　哲也 皮膚科 学校法人東邦大学東邦大学医療センター佐倉病院 285-8741 佐倉市下志津５６４－１

印旛 木村　雅明 皮膚科 学校法人東邦大学東邦大学医療センター佐倉病院 285-8741 佐倉市下志津５６４－１

印旛 金子　開知 膠原病内科 東邦大学医療センター佐倉病院 285-8741 佐倉市下志津５６４－１

印旛 園部　正人 整形外科 東邦大学医療センター佐倉病院 285-8741 佐倉市下志津５６４ー１

印旛 永岡　卓 眼科 東邦大学医療センター佐倉病院 285-8741 佐倉市下志津５６４番地１

印旛 昌原　英隆 眼科 東邦大学医療センター佐倉病院 285-8741 佐倉市下志津５６４番地１

印旛 永川　修 泌尿器科 医療法人社団誠仁会みはま佐倉クリニック 285-0841 佐倉市下志津６０２－１

印旛 及川　治 腎臓内科 ユーカリが丘・腎・内科クリニック 285-0857 佐倉市宮ノ台６－４山万ビオトピア・プラザ２階

印旛 岡田　修 内科、呼吸器科、循環器科 長谷川内科 285-0005 佐倉市宮前３－２３－２

印旛 塙　忠雄 眼科 はなわ眼科 285-0005 佐倉市宮前３－４－１０ラポール観山１Ｆ

印旛 小池　直人 外科 社会福祉法人聖隷福祉事業団聖隷佐倉市民病院 285-0825 佐倉市江原台２－３６－２

印旛 大島　祐二 外科 社会福祉法人聖隷福祉事業団聖隷佐倉市民病院 285-0825 佐倉市江原台２－３６－２

印旛 楠目　健一 外科 社会福祉法人聖隷福祉事業団聖隷佐倉市民病院 285-0825 佐倉市江原台２－３６－２

印旛 武内　俊章 外科 社会福祉法人　聖隷福祉事業団　聖隷佐倉市民病院 285-8765 佐倉市江原台２－３６－２

印旛 有田　誠司 外科 社会福祉法人聖隷福祉事業団聖隷佐倉市民病院 285-0825 佐倉市江原台２－３６－２

印旛 村上　敏史 緩和医療科 社会福祉法人聖隷福祉事業団聖隷佐倉市民病院 285-0825 佐倉市江原台２－３６－２

印旛 小林　悠里 眼科 社会福祉法人　聖隷福祉事業団　聖隷佐倉市民病院 285-8765 佐倉市江原台２－３６－２

印旛 宇井　啓人 形成外科 社会福祉法人聖隷福祉事業団聖隷佐倉市民病院 285-0825 佐倉市江原台２－３６－２

印旛 廣橋　健太郎 呼吸器外科 社会福祉法人　聖隷福祉事業団　聖隷佐倉市民病院 285-0825 佐倉市江原台２－３６－２

印旛 眞崎　義隆 呼吸器外科 社会福祉法人聖隷福祉事業団聖隷佐倉市民病院 285-0825 佐倉市江原台２－３６－２

印旛 津田　豪太 耳鼻いんこう科 聖隷佐倉市民病院 285-0825 佐倉市江原台２－３６－２

印旛 徳山　権一 循環器科 社会福祉法人聖隷福祉事業団聖隷佐倉市民病院 285-0825 佐倉市江原台２－３６－２

印旛 森　一越 小児科 社会福祉法人聖隷福祉事業団聖隷佐倉市民病院 285-0825 佐倉市江原台２－３６－２

印旛 川村　研 小児科 社会福祉法人聖隷福祉事業団聖隷佐倉市民病院 285-0825 佐倉市江原台２－３６－２

印旛 鈴木　繁 小児科 社会福祉法人聖隷福祉事業団聖隷佐倉市民病院 285-0825 佐倉市江原台２－３６－２

印旛 吉川　りょう 消化器内科 社会福祉法人　聖隷福祉事業団　聖隷佐倉市民病院 285-0825 佐倉市江原台２－３６－２

印旛 佐藤　愼一 消化器内科 社会福祉法人聖隷福祉事業団聖隷佐倉市民病院 285-0825 佐倉市江原台２－３６－２

印旛 住吉　良太 消化器内科 社会福祉法人聖隷福祉事業団聖隷佐倉市民病院 285-0825 佐倉市江原台２－３６－２

印旛 大城　宏之 消化器内科 社会福祉法人聖隷福祉事業団聖隷佐倉市民病院 285-8765 佐倉市江原台２－３６－２

印旛 矢挽　眞士 消化器内科 社会福祉法人　聖隷福祉事業団　聖隷佐倉市民病院 285-0825 佐倉市江原台２－３６－２

印旛 齊藤　将喜 消化器内科 社会福祉法人聖隷福祉事業団聖隷佐倉市民病院 285-0825 佐倉市江原台２－３６－２

印旛 寺崎　紀子 腎臓内科 社会福祉法人聖隷福祉事業団聖隷佐倉市民病院 285-0825 佐倉市江原台２－３６－２

印旛 松永　宇広 腎臓内科 社会福祉法人　聖隷福祉事業団　聖隷佐倉市民病院 285-0825 佐倉市江原台２－３６－２

印旛 田中　宏明 腎臓内科 社会福祉法人聖隷福祉事業団聖隷佐倉市民病院 285-0825 佐倉市江原台２－３６－２

印旛 藤井　隆之 腎臓内科 社会福祉法人聖隷福祉事業団聖隷佐倉市民病院 285-0825 佐倉市江原台２－３６－２

印旛 鈴木　理志 腎臓内科 社会福祉法人聖隷福祉事業団聖隷佐倉市民病院 285-0825 佐倉市江原台２－３６－２

印旛 岸田　俊二 整形外科 社会福祉法人　聖隷福祉事業団　聖隷佐倉市民病院 285-0825 佐倉市江原台２－３６－２

印旛 佐久間　毅 整形外科 社会福祉法人聖隷福祉事業団聖隷佐倉市民病院 285-0825 佐倉市江原台２－３６－２

印旛 小谷　俊明 整形外科 社会福祉法人聖隷福祉事業団聖隷佐倉市民病院 285-0825 佐倉市江原台２－３６－２

印旛 上野　啓介 整形外科 社会福祉法人　聖隷福祉事業団　聖隷佐倉市民病院 285-0825 佐倉市江原台２－３６－２

印旛 南　昌平 整形外科 社会福祉法人聖隷福祉事業団聖隷佐倉市民病院 285-0825 佐倉市江原台２－３６－２

印旛 山内　伸章 内科 社会福祉法人　聖隷福祉事業団　聖隷佐倉市民病院 285-0825 佐倉市江原台２－３６－２

印旛 川島　太一 乳腺外科 社会福祉法人聖隷福祉事業団聖隷佐倉市民病院 285-0825 佐倉市江原台２－３６－２

印旛 稲原　昌彦 泌尿器科 社会福祉法人　聖隷福祉事業団　聖隷佐倉市民病院 285-0825 佐倉市江原台２－３６－２

印旛 五十嵐　辰男 泌尿器科 社会福祉法人　聖隷福祉事業団　聖隷佐倉市民病院 285-8765 佐倉市江原台２－３６－２

印旛 瀬戸　一彦 放射線科 社会福祉法人聖隷福祉事業団聖隷佐倉市民病院 285-0825 佐倉市江原台２－３６－２

印旛 川上　浩幸 放射線治療科 社会福祉法人聖隷福祉事業団聖隷佐倉市民病院 285-0825 佐倉市江原台２－３６－２

印旛 設楽　敏朗 麻酔科 社会福祉法人聖隷福祉事業団聖隷佐倉市民病院 285-0825 佐倉市江原台２－３６－２

印旛 伊藤　加壽子 内科、小児科 医療法人社団　いとうクリニック 285-0807 佐倉市山王１－３９－６

印旛 三嶋　泰之 内科、循環器内科 医療法人社団　佐倉の風　さくら風の村訪問診療所 285-0011 佐倉市山崎５２９－１

印旛 香村　衡一 泌尿器科 はるんクリニック佐倉 285-0819 佐倉市寺崎北１－４－２

印旛 橋本　祐至 小児科 医療法人社団にんじん会　うさぴょんこどもクリニック 285-0819 佐倉市寺崎北1-6-5

印旛 安藤　充利 眼科 医療法人社団暢華会　安藤眼科 285-0846 佐倉市上志津1660-20三藤ビル２階

印旛 角田　寿之 皮膚科 医療法人社団ゆうと会角田皮膚科 285-0846 佐倉市上志津１６８８－６

印旛 角田　真理 皮膚科 医療法人社団ゆうと会角田皮膚科 285-0846 佐倉市上志津１６８８－６
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印旛 青木　博 内科 医療法人社団　博有会　志津さくら内科クリニック 285-0846 佐倉市上志津１７８６－１

印旛 小林　英夫 リウマチ科、整形外科 小林整形外科 285-0846 佐倉市上志津１７９６－１

印旛 小林　達也 整形外科 医療法人社団　小林整形外科 285-0846 佐倉市上志津１７９６－１

印旛 伊達　太郎 内科、糖尿病内科、循環器内科、呼吸器内科 医療法人社団　翠友会　だて内科クリニック 285-0846 佐倉市上志津２００７－１

印旛 大木　剛 内科、神経内科 医療法人社団三結会　みつば脳神経クリニック 285-0815 佐倉市城３４３－３　プチモンドさくら１－Ａ

印旛 江越　賢一 内科、外科、泌尿器科 さくら泌尿器科クリニック 285-0815 佐倉市城３４３－３－１－Ｂ

印旛 小林　博之 内科 医療法人社団久仁会小林クリニック 285-0862 佐倉市新臼井田　７－２４

印旛 小林　照久 整形外科 医療法人社団久仁会小林クリニック 285-0862 佐倉市新臼井田７－２４

印旛 若林　芳敏 消化器内科 ヒロ胃腸科内科医院 285-0836 佐倉市生谷１６１０－１０

印旛 佐藤　学 内科 セントルーククリニックユーカリが丘 285-0850 佐倉市西ユーカリが丘４－１－２１

印旛 北川　智介 内科、整形外科 医療法人社団コアラの杜　セントルーククリニック　ユーカリが丘 285-0850 佐倉市西ユーカリが丘４－１－２１

印旛 平石　貴久 内科、整形外科、スポーツ外科 医療法人社団コアラの杜　セントルーク・クリニックユーカリが丘 285-0850 佐倉市西ユーカリが丘４－１－２１

印旛 三宅　潔 内科、婦人科、麻酔科 みやけクリニック 285-0845 佐倉市西志津３－２－２

印旛 産賀　真 眼科 うぶか眼科クリニック 285-0845 佐倉市西志津４－２７－３

印旛 大場　崇芳 内科、循環器内科 西志津おおば内科 285-0845 佐倉市西志津６－２－１７

印旛 金子　昌裕 内科、消化器科、胃腸科、外科、こう門科 金子メディカルクリニック 285-0831 佐倉市染井野３－２－１

印旛 粟野　友太 内科 医療法人社団染桜会そめいのクリニック 285-0831 佐倉市染井野５－２９－２

印旛 岡本　弦 整形外科 医療法人社団健陽会　西川整形外科 285-0817 佐倉市大崎台１－１４－２

印旛 西川　悟 整形外科 医療法人社団健陽会西川整形外科 285-0817 佐倉市大崎台１－１４－２

印旛 池　克志 内科 医療法人社団　池医院 285-0817 佐倉市大崎台１－６－３

印旛 近藤　樹里 消化器科、胃腸科、外科 さくら胃と腸のクリニック 285-0817 佐倉市大崎台２－１－３

印旛 小野　美代子 眼科 医療法人社団樹徳会佐倉整形外科病院 285-0817 佐倉市大崎台４－３－５

印旛 古府　照男 整形外科 医療法人社団　樹徳会　佐倉整形外科医院 285-0817 佐倉市大崎台４－３－５

印旛 後藤　憲一郎 整形外科 医療法人社団　樹徳会　佐倉整形外科病院 285-0817 佐倉市大崎台４－３－５

印旛 佐々木　憲裕 代謝内分泌内科 公益財団法人日産厚生会佐倉厚生園病院 285-0025 佐倉市鏑木町３２０

印旛 遠山　正博 内科 公益財団法人日産厚生会佐倉厚生園病院 285-0025 佐倉市鏑木町３２０

印旛 横瀬　節 内科 公益財団法人日産厚生会佐倉厚生園病院 285-0025 佐倉市鏑木町３２０

印旛 丸山　孝士 内科 公益財団法人日産厚生会 佐倉厚生園病院 285-0025 佐倉市鏑木町３２０

印旛 吉岡　千晶 内科 公益財団法人日産厚生会　佐倉厚生園病院 285-0025 佐倉市鏑木町３２０

印旛 佐久間　伸介 内科 公益財団法人日産厚生会　佐倉厚生園病院 285-0025 佐倉市鏑木町３２０

印旛 髙田　美里 内科 公益財団法人日産厚生会　佐倉厚生園病院 285-0025 佐倉市鏑木町３２０

印旛 遠山　和博 内科、リハビリテーション科 公益財団法人日産厚生会　佐倉厚生園病院 285-0025 佐倉市鏑木町３２０

印旛 中台　昭 内科、脳神経内科 公益財団法人日産厚生会佐倉厚生園病院 285-0025 佐倉市鏑木町３２０

印旛 長尾　建樹 脳神経外科 佐倉厚生園病院 285-0025 佐倉市鏑木町３２０

印旛 三輪　隆 内科、リウマチ科、整形外科、リハビリテーション科 三輪整形外科 285-0012 佐倉市田町１１６－３

印旛 近藤　精二 内科、神経内科、老年内科 医療法人社団精樹会さくらホームクリニック 285-0859 佐倉市南ユーカリが丘１５－２６

印旛 滑川　尚史 リウマチ科 なめかわ内科クリニック 285-0865 佐倉市南臼井台６－３

印旛 都祭　敦 内科、脳神経外科 医療法人社団凛風会白銀クリニック 285-0045 佐倉市白銀３－３－２

印旛 川島　重信 眼科 佐倉眼科医院 285-0811 佐倉市表町１－１７－７

印旛 木村　正久 内科、神経内科 木村医院 285-0015 佐倉市並木町２４４

印旛 吉汲　宏毅 内科、消化器内科　肝臓内科 つくし座クリニック 284-0026 四街道市つくし座２－２－３

印旛 米山　泰生 内科 医療法人社団まごころ　四街道まごころクリニック 284-0043 四街道市めいわ３丁目１６番８号１階

印旛 林　政一 耳鼻いんこう科 はやし耳鼻咽喉科 284-0043 四街道市めいわ4-3-22

印旛 黄　哲守 外科 医療法人社団仁悠会　ものいトータルクリニック 284-0016 四街道市もねの里２－３５－１

印旛 米山　恭子 皮膚科 ライオン皮フ科 284-0016 四街道市もねの里２-７-７

印旛 米山　啓 皮膚科 ライオン皮フ科 284-0016 四街道市もねの里２-７-７

印旛 中尾　圭太郎 内科、消化器科 医療法人社団もねの里会もねの里クリニック 284-0016 四街道市もねの里２－７－８

印旛 吉永　有信 胃腸外科 医療法人徳洲会　四街道徳洲会病院 284-0032 四街道市吉岡１８３０－１

印旛 栗原　雄司 外科 医療法人徳洲会　四街道徳洲会病院 284-0032 四街道市吉岡１８３０－１

印旛 坂本　俊樹 外科 医療法人徳洲会　四街道徳洲会病院 284-0032 四街道市吉岡１８３０－１

印旛 酒井　欣男 外科 医療法人徳洲会　四街道徳洲会病院 284-0032 四街道市吉岡１８３０－１

印旛 斉藤　庸博 外科 四街道徳洲会病院 284-0032 四街道市吉岡１８３０－１

印旛 鈴木　洋一 外科 医療法人徳洲会　四街道徳洲会病院 284-0032 四街道市吉岡１８３０－１

印旛 髙橋　好行 外科 医療法人徳州会　四街道徳州会病院 284-0032 四街道市吉岡１８３０－１

印旛 川﨑　いづみ 眼科 医療法人徳州会　四街道徳州会病院 284-0032 四街道市吉岡１８３０－１

印旛 栗原　照幸 神経内科 医療法人沖縄徳洲会　四街道徳洲会病院 284-0032 四街道市吉岡１８３０－１

印旛 大嶋　秀一 脳神経外科 医療法人徳洲会　四街道徳洲会病院 284-0032 四街道市吉岡１８３０－１

印旛 森田　祐司 泌尿器科 医療法人徳洲会　四街道徳洲会病院 284-0032 四街道市吉岡１８３０－１

印旛 藤平　威明 外科、消化器外科 医療法人社団　威風会　栗山中央病院 284-0027 四街道市栗山９０６－１

印旛 吉田　泰行 耳鼻いんこう科 医療法人社団威風会栗山中央病院 284-0027 四街道市栗山９０６－１

印旛 藤平　威夫 内科、消化器科、外科 医療法人社団威風会栗山中央病院 284-0027 四街道市栗山９０６－１

印旛 山田　浩史 内科、神経内科 医療法人社団　威風会　栗山中央病院 284-0027 四街道市栗山９０６－１

印旛 中田　瑛浩 泌尿器科、腎臓内科 医療法人社団威風会栗山中央病院 284-0027 四街道市栗山９０６－１

印旛 石津谷　義昭 内科、循環器内科 医療法人社団　威風会　栗山中央病院 284-0027 四街道市栗山９０６ー１

印旛 木村　秀樹 呼吸器外科 医療法人社団　威風会　栗山中央病院 284-0027 四街道市栗山９０６番地１

印旛 湯本　久雄 泌尿器科 医療法人社団　威風会　栗山中央病院 284-0027 四街道市栗山９０６番地１

印旛 村田　茂之 眼科 よつかいどう眼科 284-0005 四街道市四街道１－１

印旛 柴　智恵子 眼科 柴　眼科 284-0003 四街道市鹿渡９３３－８２

印旛 柴　迪子 眼科 柴眼科 284-0003 四街道市鹿渡９３３－８２

印旛 伊藤　千咲 リウマチ科 独立行政法人　国立病院機構　下志津病院 284-0003 四街道市鹿渡９３４－５
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印旛 黒田　光 リウマチ科 独立行政法人　国立病院機構　下志津病院 284-0003 四街道市鹿渡９３４－５

印旛 山形　美絵子 リウマチ科 下志津病院 284-0003 四街道市鹿渡９３４－５

印旛 乗本　綾子 リウマチ科 下志津病院 284-0003 四街道市鹿渡９３４－５

印旛 杉山　隆夫 リウマチ科 独立行政法人国立病院機構下志津病院 284-0003 四街道市鹿渡９３４－５

印旛 杉本　豊彦 リウマチ科 独立行政法人国立病院機構下志津病院 284-0003 四街道市鹿渡９３４－５

印旛 末石　眞 リウマチ科 独立行政法人国立病院機構下志津病院 284-0003 四街道市鹿渡９３４－５

印旛 眞山　快枝 リウマチ科 下志津病院 284-0003 四街道市鹿渡９３４－５

印旛 富澤　稔 リハビリテーション科、消化器内科 独立行政法人国立病院機構下志津病院 284-0003 四街道市鹿渡９３４－５

印旛 長谷川　留魅子 外科 独立行政法人 国立病院 下志津病院 284-0003 四街道市鹿渡９３４－５

印旛 白井　芳則 外科 独立行政法人国立病院機構下志津病院 284-0003 四街道市鹿渡９３４－５

印旛 山本　重則 小児科 独立行政法人国立病院機構下志津病院 284-0003 四街道市鹿渡９３４－５

印旛 重田　みどり 小児科 独立行政法人国立病院機構　下志津病院 284-2511 四街道市鹿渡９３４－５

印旛 石原　あゆみ 小児科 独立行政法人国立病院機構下志津病院 284-0003 四街道市鹿渡９３４－５

印旛 鈴木　修一 小児科 独立行政法人国立病院機構　下志津病院 284-0003 四街道市鹿渡９３４－５

印旛 鈴木　由美 小児科 独立行政法人国立病院機構下志津病院 284-0003 四街道市鹿渡９３４－５

印旛 大村　馨代 小児科、小児神経科 独立行政法人国立病院機構　下志津病院 284-0003 四街道市鹿渡９３４－５

印旛 三方　崇嗣 神経内科 独立行政法人国立病院機構下志津病院 284-0003 四街道市鹿渡９３４－５

印旛 内田　以大 神経内科 独立行政法人国立病院機構下志津病院 284-0003 四街道市鹿渡９３４－５

印旛 玉井　浩 整形外科 下志津病院 284-0003 四街道市鹿渡９３４－５

印旛 江口　和 整形外科 下志津病院 284-0003 四街道市鹿渡９３４－５

印旛 山中　一 整形外科 独立行政法人国立病院機構下志津病院 284-0003 四街道市鹿渡９３４－５

印旛 篠原　将志 整形外科 独立行政法人国立病院機構　下志津病院 284-0003 四街道市鹿渡９３４－５

印旛 鈴木　宗貴 整形外科 独立行政法人 国立病院機構 下志津病院 284-0003 四街道市鹿渡９３４－５

印旛 古川　雅章 内科、リウマチ科 独立行政法人国立病院機構下志津病院 284-0003 四街道市鹿渡９３４－５

印旛 深谷　展行 脳神経外科 国立病院機構　下志津病院 284-0003 四街道市鹿渡９３４－５

印旛 丹野　裕和 脳神経外科 独立行政法人　国立病院機構　下志津病院 284-0003 四街道市鹿渡９３４－５

印旛 矢野　仁 泌尿器科 よつかいどう泌尿器科クリニック 284-0001 四街道市大日３７１－１

印旛 元岡　和彦 内科、循環器科 医療法人それいゆ会　四街道さくら病院 284-0001 四街道市大日５２６－１

印旛 畠山　温子 内科 はるかぜ診療所 284-0001 四街道市大日５４９－１Ｃ＆Ｍモール１階

印旛 蜂谷　公敏 内科、外科、皮膚科、リハビリテーション科、胃腸内科 医療法人社団　禎豊会　潤生堂医院 284-0044 四街道市和良比２５４－２０

印旛 平野　憲朗 内科、消化器科 医療法人社団福朗会ひらの内科 286-0029 成田市ウイング土屋１７０

印旛 加部東　　武徳 眼科 アジサイ眼科 286-0029 成田市ウイング土屋２４イオンモール成田２階

印旛 加地　さとみ 皮膚科 かじクリニック 286-0007 成田市はなのき台１－２２－９

印旛 井上　順治 眼科 井上眼科　成田クリニック 286-0035 成田市囲護台１丁目４－３フィールドホーム第４ビル　１階

印旛 安　徳純 内科 医療法人社団ＤＭ会成田センタークリニック 286-0035 成田市囲護台２－５－８

印旛 根本　明久 内科、外科 医療法人社団根本内科外科医院 289-0107 成田市猿山１０５６

印旛 柵山　年和 外科 医療法人鳳生会 成田病院 286-0845 成田市押畑８９６

印旛 大野　直人 外科 医療法人鳳生会 成田病院 286-0845 成田市押畑８９６

印旛 藤﨑　康人 外科 医療法人鳳生会成田病院 286-0845 成田市押畑８９６

印旛 富田　泰次 整形外科 医療法人　鳳生会　成田病院 286-0845 成田市押畑８９６

印旛 鈴木　みね子 精神科 医療法人鳳生会　成田病院 286-0845 成田市押畑８９６

印旛 館野　直 内科 医療法人鳳生会　成田病院 286-0845 成田市押畑８９６

印旛 原　正樹 内科 医療法人鳳生会成田病院 286-0845 成田市押畑８９６

印旛 最上　康生 内科 医療法人鳳生会成田病院 286-0845 成田市押畑８９６

印旛 小野寺　玲利 内科 医療法人鳳生会 成田病院 286-0845 成田市押畑８９６

印旛 藤﨑　雅実 内科 医療法人鳳生会 成田病院 286-0845 成田市押畑８９６

印旛 繁田　稔之 内科 医療法人鳳生会成田病院 286-0845 成田市押畑８９６

印旛 北島　具秀 脳神経外科 医療法人鳳生会 成田病院 286-0845 成田市押畑８９６

印旛 今村　榛樹 内科、糖尿病内科 HAL内科・糖尿病内科 286-0033 成田市花崎町８２８－１１スカイタウン成田　A棟２０２－１

印旛 京増　芳則 内科 京増内科クリニック 286-0033 成田市花崎町８４２－３

印旛 松﨑　時夫 整形外科 医療法人社団誠富会　成田整形外科 286-0037 成田市橋賀台１－１５－２

印旛 清田　育男 内科、精神科、臨床検査科 医療法人社団医善会おうちｄｅ診察クリニック成田 286-0011 成田市玉造３－５－１

印旛 池宮城　慶寛 耳鼻いんこう科 いけみ耳鼻咽喉科クリニック 286-0018 成田市吾妻３－５２－２

印旛 川島　明 整形外科、リハビリテーション科 医療法人社団慶翔会川島整形外科 286-0048 成田市公津の杜１－２４－７

印旛 石神　博昭 胃腸科、循環器科、外科、リハビリテーション科 いしがみ医院 286-0048 成田市公津の杜２－１７－７

印旛 渡邊　剛毅 内科、循環器内科 医療法人社団わたなべクリニック 286-0048 成田市公津の杜３－３－８

印旛 山本　陛三朗 耳鼻いんこう科 医療法人社団　亮山会　わかば耳鼻咽喉科 286-0047 成田市江弁須４８７－１

印旛 岡井　平太 精神科 医療法人社団透光会大栄病院 287-0217 成田市桜田１１３７

印旛 岡井　凡児 精神科 医療法人社団透光会大栄病院 287-0217 成田市桜田１１３７

印旛 北原　達基 精神科 医療法人社団透光会　大栄病院 287-0217 成田市桜田１１３７

印旛 名倉　智 精神科 医療法人社団透光会大栄病院 287-0217 成田市桜田１１３７

印旛 横山　裕亮 内科 医療法人社団透光会　大栄病院 287-0217 成田市桜田１１３７

印旛 柳川　哲朗 精神科 医療法人社団聖母会　聖マリア記念病院 286-0106 成田市取香４４６

印旛 吉永　勝訓 リハビリテーション科 医療法人社団心和会　成田リハビリテーション病院 286-0113 成田市南三里塚１８－１

印旛 三𠮷　明 リハビリテーション科 医療法人社団心和会　成田リハビリテーション病院 286-0113 成田市南三里塚１８－１

印旛 小林　士郎 リハビリテーション科 医療法人社団心和会　成田リハビリテーション病院 286-0113 成田市南三里塚１８－１

印旛 菅谷　芳樹 内科、外科、胃腸内科、肛門外科 医療法人社団百樹会　菅谷クリニック 286-0034 成田市馬橋１－１７

印旛 廣瀬　晃一 リウマチ科 学校法人国際医療福祉大学　国際医療福祉大学成田病院 286-8520 成田市畑ヶ田８５２

印旛 臼井　智彦 眼科 学校法人国際医療福祉大学　国際医療福祉大学成田病院 286-8520 成田市畑ヶ田８５２

印旛 森　直樹 血液内科 学校法人国際医療福祉大学　国際医療福祉大学成田病院 286-8520 成田市畑ヶ田８５２
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印旛 中世古　知昭 血液内科 学校法人国際医療福祉大学　国際医療福祉大学成田病院 286-8520 成田市畑ヶ田８５２

印旛 今西　順久 耳鼻いんこう科 学校法人国際医療福祉大学　国際医療福祉大学成田病院 286-8520 成田市畑ヶ田８５２

印旛 野口　佳裕 耳鼻いんこう科 学校法人国際医療福祉大学　国際医療福祉大学成田病院 286-8520 成田市畑ヶ田８５２

印旛 河村　朗夫 循環器内科 学校法人国際医療福祉大学　国際医療福祉大学成田病院 286-8520 成田市畑ヶ田８５２

印旛 先崎　秀明 小児科 学校法人国際医療福祉大学　国際医療福祉大学成田病院 286-8520 成田市畑ヶ田８５２

印旛 海老沼　浩利 消化器内科 学校法人国際医療福祉大学　国際医療福祉大学成田病院 286-8520 成田市畑ヶ田８５２

印旛 上原　平 神経内科 学校法人国際医療福祉大学　国際医療福祉大学成田病院 286-8520 成田市畑ヶ田８５２

印旛 鷲田　直輝 腎臓内科 学校法人国際医療福祉大学　国際医療福祉大学成田病院 286-8520 成田市畑ヶ田８５２

印旛 中里　道子 精神科 学校法人国際医療福祉大学　国際医療福祉大学成田病院 286-8520 成田市畑ヶ田８５２

印旛 河島　雅到 脳神経外科 学校法人国際医療福祉大学　国際医療福祉大学成田病院 286-8520 成田市畑ヶ田８５２

印旛 村井　弘之 脳神経内科 学校法人国際医療福祉大学　国際医療福祉大学成田病院 286-8520 成田市畑ヶ田８５２

印旛 結束　貴臣 緩和医療科、消化器内科 国際医療福祉大学　成田病院 286-8520 成田市畑ケ田８５２

印旛 忍足　俊幸 眼科 国際医療福祉大学　成田病院 286-8520 成田市畑ケ田８５２

印旛 松崎　恭一 形成外科 学校法人国際医療福祉大学　国際医療福祉大学成田病院 286-8520 成田市畑ケ田８５２

印旛 織谷　健司 血液内科 学校法人国際医療福祉大学　国際医療福祉大学成田病院 286-8520 成田市畑ケ田８５２

印旛 大和田　千桂子 血液内科 学校法人国際医療福祉大学　国際医療福祉大学成田病院 286-8520 成田市畑ケ田８５２

印旛 前田　剛志 血管外科 国際医療福祉大学成田病院 286-8520 成田市畑ケ田８５２

印旛 津島　健司 呼吸器内科 国際医療福祉大学成田病院 286-8520 成田市畑ケ田８５２

印旛 岡野　光博 耳鼻いんこう科 学校法人国際医療福祉大学　国際医療福祉大学成田病院 286-8520 成田市畑ケ田８５２

印旛 渡部　佳弘 耳鼻いんこう科 国際医療福祉大学成田病院 286-8520 成田市畑ケ田８５２

印旛 金井　健吾 耳鼻いんこう科、頭頸部外科 国際医療福祉大学　成田病院 286-8520 成田市畑ケ田８５２

印旛 永井　敏雄 循環器内科 国際医療福祉大学成田病院 286-8520 成田市畑ケ田８５２

印旛 加藤　倫子 循環器内科 国際医療福祉大学成田病院 286-8520 成田市畑ケ田８５２

印旛 舘野　馨 循環器内科 国際医療福祉大学成田病院 286-8520 成田市畑ケ田８５２

印旛 中山　崇 循環器内科 国際医療福祉大学成田病院 286-8520 成田市畑ケ田８５２

印旛 藤本　善英 循環器内科 国際医療福祉大学成田病院 286-8520 成田市畑ケ田８５２

印旛 梶村　いちげ 小児科 国際医療福祉大学成田病院 286-8520 成田市畑ケ田８５２

印旛 金川　奈央 小児科 国際医療福祉大学成田病院 286-0124 成田市畑ケ田８５２

印旛 佐藤　有美 小児科 国際医療福祉大学成田病院 286-8520 成田市畑ケ田８５２

印旛 石川　翔一 小児科 国際医療福祉大学成田病院 286-8520 成田市畑ケ田８５２

印旛 竹蓋　清高 小児科 国際医療福祉大学成田病院 286-0124 成田市畑ケ田８５２

印旛 伴　由布子 小児科 国際医療福祉大学成田病院 286-8520 成田市畑ケ田８５２

印旛 籏　義仁 小児科 学校法人国際医療福祉大学　国際医療福祉大学成田病院 286-8520 成田市畑ケ田８５２

印旛 大山　隆史 消化器外科 国際医療福祉大学　国際医療福祉大学　成田病院 286-8520 成田市畑ケ田８５２

印旛 鶴田　雅士 消化器外科 学校法人国際医療福祉大学　成田病院 286-8520 成田市畑ケ田８５２

印旛 井上　和明 消化器内科 国際医療福祉大学成田病院 286-8520 成田市畑ケ田８５２

印旛 碓井　真吾 消化器内科 国際医療福祉大学成田病院 286-8520 成田市畑ケ田８５２

印旛 山下　健太郎 消化器内科 国際医療福祉大学成田病院 286-8520 成田市畑ケ田８５２

印旛 江幡　重人 整形外科 国際医療福祉大学成田病院 286-8520 成田市畑ケ田８５２

印旛 清田　康弘 整形外科 国際医療福祉大学成田病院 286-8520 成田市畑ケ田８５２

印旛 石井　賢 整形外科 学校法人国際医療福祉大学　国際医療福祉大学成田病院 286-8520 成田市畑ケ田８５２

印旛 船尾　陽生 整形外科 国際医療福祉大学　成田病院 286-8520 成田市畑ケ田８５２

印旛 中山　政憲 整形外科 国際医療福祉大学国際医療福祉大学　成田病院 286-8520 成田市畑ケ田８５２

印旛 中村　賢 整形外科 国際医療福祉大学成田病院 286-8520 成田市畑ケ田８５２

印旛 渕上　綾子 総合診療科 国際医療福祉大学成田病院 286-8520 成田市畑ケ田８５２

印旛 竹本　稔 糖尿病・代謝・内分泌内科 国際医療福祉大学成田病院 286-8520 成田市畑ケ田８５２

印旛 吉田　知彦 糖尿病・代謝内分泌内科 国際医療福祉大学成田病院 286-8520 成田市畑ケ田８５２

印旛 策　愛子 内科 国際医療福祉大学成田病院 286-8520 成田市畑ケ田８５２

印旛 川島　広稔 内科 国際医療福祉大学成田病院 286-8520 成田市畑ケ田８５２

印旛 中世古　玲子 内科 学校法人国際医療福祉大学　国際医療福祉大学成田病院 286-8520 成田市畑ケ田８５２

印旛 山根　文孝 脳神経外科 国際医療福祉大学成田病院 286-8520 成田市畑ケ田８５２

印旛 小野田　恵介 脳神経外科 国際医療福祉大学成田病院 286-8520 成田市畑ケ田８５２

印旛 山下　力 脳神経内科 学校法人国際医療福祉大学　国際医療福祉大学成田病院 286-8520 成田市畑ケ田８５２

印旛 水野　裕理 脳神経内科 国際医療福祉大学　成田病院 286-8520 成田市畑ケ田８５２

印旛 久末　伸一 泌尿器科 国際医療福祉大学　成田病院 286-8520 成田市畑ケ田８５２

印旛 遠山　哲夫 皮膚科 国際医療福祉大学成田病院 286-8520 成田市畑ケ田８５２

印旛 森村　壮志 皮膚科 国際医療福祉大学成田病院 286-8520 成田市畑ケ田８５２

印旛 菅谷　誠 皮膚科 国際医療福祉大学国際医療福祉大学成田病院 286-8520 成田市畑ケ田８５２

印旛 濱田　利久 皮膚科 国際医療福祉大学　成田病院 286-8520 成田市畑ケ田８５２

印旛 藤井　克則 小児科 国際医療福祉大学　成田病院 286-8520 成田市畑ケ田８５２番地

印旛 田部井　勇助 脳神経外科 国際医療福祉大学成田病院 286-8520 成田市畑ケ田８５２番地

印旛 山下　賢 脳神経内科 学校法人国際医療福祉大学　成田病院 286-8520 成田市畑ケ田８５２番地

印旛 稲山　えみ 内科 医療法人社団誠仁会みはま成田クリニック 286-0041 成田市飯田町１２９－１

印旛 村上　康一 泌尿器科 医療法人社団誠仁会みはま成田クリニック 286-0041 成田市飯田町１２９－１

印旛 福田　匡志 リウマチ・アレルギー内科 成田赤十字病院 286-8523 成田市飯田町９０－１

印旛 伊藤　勝彦 外科 日本赤十字社成田赤十字病院 286-8523 成田市飯田町９０－１

印旛 横山　航也 外科 日本赤十字社成田赤十字病院 286-8523 成田市飯田町９０－１

印旛 近藤　英介 外科 日本赤十字社成田赤十字病院 286-8523 成田市飯田町９０－１

印旛 清水　公雄 外科 日本赤十字社成田赤十字病院 286-8523 成田市飯田町９０－１

印旛 清水　善明 外科 日本赤十字社成田赤十字病院 286-8523 成田市飯田町９０－１
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印旛 西谷　慶 外科 日本赤十字社成田赤十字病院 286-8523 成田市飯田町９０－１

印旛 石井　隆之 外科 日本赤十字社成田赤十字病院 286-8523 成田市飯田町９０－１

印旛 中田　泰幸 外科 成田赤十字病院 286-0041 成田市飯田町９０－１

印旛 尾内　康英 外科 日本赤十字社成田赤十字病院 286-8523 成田市飯田町９０－１

印旛 熊谷　健 眼科 成田赤十字病院 286-8523 成田市飯田町９０－１

印旛 渡部　美博 眼科 日本赤十字社成田赤十字病院 286-8523 成田市飯田町９０－１

印旛 加地　竜士 形成外科 日本赤十字社成田赤十字病院 286-8523 成田市飯田町９０－１

印旛 古舘　和季 血液腫瘍科 成田赤十字病院 286-8523 成田市飯田町９０－１

印旛 木村　賢司 血液腫瘍科 成田赤十字病院 286-0041 成田市飯田町９０－１

印旛 青木　康大 血管内治療内科 成田赤十字病院 286-8523 成田市飯田町９０－１

印旛 渋谷　潔 呼吸器外科 成田赤十字病院 286-0041 成田市飯田町９０－１

印旛 石橋　史博 呼吸器外科 成田赤十字病院 286-8523 成田市飯田町９０－１

印旛 寺田　二郎 呼吸器内科 成田赤十字病院 286-8523 成田市飯田町９０－１

印旛 海野　洋一 産婦人科 成田赤十字病院 286-8523 成田市飯田町９０－１

印旛 清水　久美子 産婦人科 日本赤十字社成田赤十字病院 286-8523 成田市飯田町９０－１

印旛 根本　俊光 耳鼻いんこう科 日本赤十字社成田赤十字病院 286-8523 成田市飯田町９０－１

印旛 松島　可奈 耳鼻いんこう科 成田赤十字病院 286-8523 成田市飯田町９０－１

印旛 新井　智之 耳鼻咽喉・頭頸部外科 成田赤十字病院 286-0041 成田市飯田町９０－１

印旛 角南　勝介 小児科 日本赤十字社成田赤十字病院 286-8523 成田市飯田町９０－１

印旛 五十嵐　俊次 小児科 日本赤十字社成田赤十字病院 286-8523 成田市飯田町９０－１

印旛 高橋　聡子 小児科 日本赤十字社成田赤十字病院 286-8523 成田市飯田町９０－１

印旛 植木　英亮 小児科 日本赤十字社成田赤十字病院 286-8523 成田市飯田町９０－１

印旛 須藤　千晴 小児科 成田赤十字病院 286-8523 成田市飯田町９０－１

印旛 清宮　伸代 小児科 日本赤十字社成田赤十字病院 286-8523 成田市飯田町９０－１

印旛 池田　弘之 小児科 日本赤十字社成田赤十字病院 286-8523 成田市飯田町９０－１

印旛 木川　崇 小児科 日本赤十字社　成田赤十字病院 286-8523 成田市飯田町９０－１

印旛 野口　靖 小児科 日本赤十字社成田赤十字病院 286-8523 成田市飯田町９０－１

印旛 櫻井　彩子 小児科 日本赤十字社成田赤十字病院 286-8523 成田市飯田町９０－１

印旛 安井　伸 消化器内科 成田赤十字病院 286-8523 成田市飯田町９０－１

印旛 渡邊　裕之 心臓血管外科 日本赤十字社成田赤十字病院 286-8523 成田市飯田町９０－１

印旛 吉川　由利子 神経内科 日本赤十字社成田赤十字病院 286-8523 成田市飯田町９０－１

印旛 沖松　翔 整形外科 成田赤十字病院 286-8523 成田市飯田町９０－１

印旛 喜多　恒次 整形外科 日本赤十字社成田赤十字病院 286-8523 成田市飯田町９０－１

印旛 三浦　道明 整形外科 成田赤十字病院 286-8523 成田市飯田町９０－１

印旛 三枝　修 整形外科 成田赤十字病院 286-0041 成田市飯田町９０－１

印旛 川口　佳邦 整形外科 日本赤十字社成田赤十字病院 286-8523 成田市飯田町９０－１

印旛 板橋　孝 整形外科 日本赤十字社成田赤十字病院 286-8523 成田市飯田町９０－１

印旛 板寺　英一 整形外科 日本赤十字社成田赤十字病院 286-8523 成田市飯田町９０－１

印旛 萬納寺　誓人 整形外科 成田赤十字病院 286-0041 成田市飯田町９０－１

印旛 橘　香穂里 糖尿病・代謝・内分泌内科 成田赤十字病院 286-0041 成田市飯田町９０－１

印旛 須田　博之 糖尿病内分泌代謝内科 成田赤十字病院 286-8523 成田市飯田町９０－１

印旛 宇津　欣和 内科 日本赤十字社成田赤十字病院 286-8523 成田市飯田町９０－１

印旛 横山　三尚 内科 日本赤十字社成田赤十字病院 286-8523 成田市飯田町９０－１

印旛 横田　雅也 内科 成田赤十字病院 286-8523 成田市飯田町９０－１

印旛 下地　園子 内科 成田赤十字病院 286-8523 成田市飯田町９０－１

印旛 橋口　直貴 内科 成田赤十字病院 286-8523 成田市飯田町９０－１

印旛 山田　興 内科 成田赤十字病院 286-8523 成田市飯田町９０－１

印旛 志賀　孝 内科 日本赤十字社成田赤十字病院 286-8523 成田市飯田町９０－１

印旛 鹿島　励 内科 日本赤十字社成田赤十字病院 286-8523 成田市飯田町９０－１

印旛 新井　宏典 内科 成田赤十字病院 286-8523 成田市飯田町９０－１

印旛 森尾　比呂志 内科 日本赤十字社成田赤十字病院 286-8523 成田市飯田町９０－１

印旛 青墳　信之 内科 日本赤十字社成田赤十字病院 286-8523 成田市飯田町９０－１

印旛 倉本　充彦 内科 日本赤十字社成田赤十字病院 286-8523 成田市飯田町９０－１

印旛 増田　真一 内科 日本赤十字社成田赤十字病院 286-8523 成田市飯田町９０－１

印旛 福田　和司 内科 成田赤十字病院 286-8523 成田市飯田町９０－１

印旛 平栗　雅樹 内科 日本赤十字社成田赤十字病院 286-8523 成田市飯田町９０－１

印旛 万代　恭史 内科 成田赤十字病院 286-8523 成田市飯田町９０－１

印旛 柳沢　孝夫 内科 日本赤十字社成田赤十字病院 286-8523 成田市飯田町９０－１

印旛 宮﨑　格 脳神経外科 日本赤十字社成田赤十字病院 286-8523 成田市飯田町９０－１

印旛 中村　道夫 脳神経外科 日本赤十字社成田赤十字病院 286-8523 成田市飯田町９０－１

印旛 米山サーネキー　智子 脳神経外科 日本赤十字社成田赤十字病院 286-8523 成田市飯田町９０－１

印旛 古川　彰吾 脳神経内科 成田赤十字病院 286-8523 成田市飯田町９０－１

印旛 小澤　由希子 脳神経内科 成田赤十字病院 286-8523 成田市飯田町９０－１

印旛 吉田　一樹 泌尿器科 日本赤十字社成田赤十字病院 286-8523 成田市飯田町９０－１

印旛 細木　茂 泌尿器科 日本赤十字社成田赤十字病院 286-8523 成田市飯田町９０－１

印旛 大木　健正 泌尿器科 日本赤十字社成田赤十字病院 286-8523 成田市飯田町９０－１

印旛 東山　礼一 皮膚科 成田赤十字病院 286-0041 成田市飯田町９０－１

印旛 白戸　勝 眼科 成田赤十字病院 286-8523 成田市飯田町９０番地１

印旛 小幡　新太郎 産婦人科 成田赤十字病院 286-8523 成田市飯田町９０番地１

印旛 真田　道夫 産婦人科 成田赤十字病院 286-8523 成田市飯田町９０番地１
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印旛 塙　真輔 産婦人科 成田赤十字病院 286-8523 成田市飯田町９０番地１

印旛 齋賀　孝久 精神科 成田赤十字病院 286-8523 成田市飯田町９０番地１

印旛 大野　祐司 内科 成田赤十字病院 286-8523 成田市飯田町９０番地１

印旛 栗田　遼二 皮膚科 成田赤十字病院 286-8523 成田市飯田町９０番地１

印旛 土井　靖子 眼科 医療法人社団彩仁会みさと眼科クリニック 286-0013 成田市美郷台１－１５－１

印旛 伊藤　けい子 小児科 いとうこどもクリニック 286-0013 成田市美郷台１－１５－８

印旛 志田　崇 内科、外科、消化器内科 しだ内科・消化器クリニック 270-1431 白井市根１９７０－１－２

印旛 外浦　功 外科 北総白井病院 270-1431 白井市根３２５－２－１

印旛 小木曽　実 外科 医療法人社団東光会北総白井病院 270-1431 白井市根３２５－２－１

印旛 中村　直和 外科 医療法人社団東光会　北総白井病院 270-1431 白井市根３２５－２－１

印旛 山内　逸人 外科、大腸肛門外科 医療法人社団東光会　北総白井病院 270-1431 白井市根３２５－２－１

印旛 淺川　直之 小児科 医療法人社団東光会北総白井病院 270-1431 白井市根３２５－２－１

印旛 矢尾　英則 整形外科 医療法人社団東光会北総白井病院 270-1431 白井市根３２５－２－１

印旛 今瀬　教人 内科 医療法人社団東光会北総白井病院 270-1431 白井市根３２５－２－１

印旛 山吹　啓介 内科 医療法人社団東光会　北総白井病院 270-1431 白井市根３２５－２－１

印旛 川本　雅渉 内科 医療法人社団東光会　北総白井病院 270-1431 白井市根３２５－２－１

印旛 肥後　洋平 内科 医療法人社団　東光会　北総白井病院 270-1431 白井市根３２５－２－１

印旛 米谷　博志 脳神経外科 医療法人社団東光会北総白井病院 270-1431 白井市根３２５－２－１

印旛 北原　功雄 脳神経外科 医療法人社団東光会　北総白井病院 270-1431 白井市根３２５－２－１

印旛 金　義慶 耳鼻いんこう科 医療法人社団東光会北総白井病院 270-1431 白井市根３３２５－２－１

印旛 眞鍋　千穂 眼科 ちよだクリニック 270-1431 白井市根７６－８

印旛 瀬嵐　康之 内科、消化器内科 白井駅前せあらしクリニック 270-1426 白井市笹塚2-2-2コスモビル102

印旛 高橋　信 ペインクリニック・内科 医療法人社団聖仁会　白井聖仁会病院 270-1426 白井市笹塚３－２５－２

印旛 玄　東吉 外科 医療法人社団聖仁会白井聖仁会病院 270-1426 白井市笹塚３－２５－２

印旛 山本　泰樹 外科 医療法人社団聖仁会白井聖仁会病院 270-1426 白井市笹塚３－２５－２

印旛 長峰　光宏 外科 医療法人社団聖仁会白井聖仁会病院 270-1426 白井市笹塚３－２５－２

印旛 湊　栄治 外科、消化器外科 医療法人社団聖仁会　白井聖仁会病院 270-1426 白井市笹塚３－２５－２

印旛 半藤　英 耳鼻いんこう科 医療法人社団聖仁会　白井聖仁会病院 270-1426 白井市笹塚３－２５－２

印旛 李　権二 小児科 医療法人社団聖仁会白井聖仁会病院 270-1426 白井市笹塚３－２５－２

印旛 李　嘉明 腎臓内科 医療法人社団聖仁会　白井聖仁会病院 270-1426 白井市笹塚３－２５－２

印旛 谷川　英徳 整形外科 医療法人社団聖仁会　白井聖仁会病院 270-1426 白井市笹塚３－２５－２

印旛 加藤　要介 内科 医療法人社団聖仁会白井聖仁会病院 270-1426 白井市笹塚３－２５－２

印旛 外川　潔 内科 医療法人社団聖仁会白井聖仁会病院 270-1426 白井市笹塚３－２５－２

印旛 岩崎　孝之 内科 医療法人社団聖仁会白井聖仁会病院 270-1426 白井市笹塚３－２５－２

印旛 紅露　剛史 内科 医療法人社団聖仁会　白井聖仁会病院 270-1426 白井市笹塚３－２５－２

印旛 大野　雅樹 内科 医療法人社団聖仁会　白井聖仁会病院 270-1426 白井市笹塚３－２５－２

印旛 島田　紀朋 内科 医療法人社団　聖仁会　白井聖仁会病院 270-1426 白井市笹塚３－２５－２

印旛 布施　秀樹 泌尿器科 医療法人社団聖仁会　白井聖仁会病院 270-1426 白井市笹塚３－２５－２

印旛 森谷　哲郎 内科、アレルギー科、呼吸器内科 医療法人社団誠悠会もりや内科・呼吸器科クリニック 270-1432 白井市冨士１２９－２９

印旛 宇都宮　一歩 耳鼻いんこう科 千葉白井病院 270-1422 白井市復１４３９－２

印旛 中山　美数 整形外科 千葉白井病院 270-1422 白井市復１４３９－２

印旛 井上　大輔 内科、呼吸器科 医療法人社団　白翔会　千葉白井病院 270-1422 白井市復１４３９－２

印旛 吉村　昇 内科、消化器内科、内視鏡内科 医療法人社団白翔会　千葉白井病院 270-1422 白井市復１４３９－２

印旛 筒井　雅人 内科、麻酔科、ペイン内科 医療法人社団白翔会　千葉白井病院 270-1422 白井市復１４３９－２

印旛 馬島　瑩郷 脳神経外科、リハビリテーション科 千葉白井病院 270-1422 白井市復１４３９－２

印旛 伊藤　和彦 内科、循環器内科、糖尿病内科 医療法人社団白藤会　伊藤診療所 270-1422 白井市復１４５０－２３

印旛 滝澤　晴久 皮膚科、泌尿器科 医療法人社団晴仁会晴クリニック皮ふ科・ひ尿器科 270-1424 白井市堀込１－２－７　白井Ｆビル２階

印旛 髙瀬　一嘉 眼科 高瀬眼科 289-1103 八街市八街に１２１－４３

印旛 高橋　聖尚 内科 医療法人社団誠和会　長谷川病院 289-1103 八街市八街に８５

印旛 武井　健吉 内科 医療法人社団誠和会　長谷川病院 289-1103 八街市八街に８５

印旛 浅野　美和子 内科 長谷川病院 289-1103 八街市八街に８５番地

印旛 矢野　嘉政 胃腸外科 医療法人　みつや会　新八街総合病院 289-1115 八街市八街ほ１３７－１

印旛 吉永　正承 耳鼻いんこう科 医療法人三矢会八街総合病院 289-1115 八街市八街ほ１３７－１

印旛 徳山　美香 小児科 医療法人みつや会　新八街総合病院 289-1115 八街市八街ほ１３７－１

印旛 岩崎　直弥 内科 医療法人三矢会八街総合病院 289-1115 八街市八街ほ１３７－１

印旛 椎名　裕美 内科 医療法人　みつや会　新八街総合病院 289-1115 八街市八街ほ１３７－１

印旛 児山　遊 内科、神経内科、リハビリテーション科 医療法人　みつや会　新八街総合病院 289-1115 八街市八街ほ１３７－１

印旛 湯澤　晃雄 内科、小児科、外科 医療法人社団晃正会湯沢クリニック 289-1115 八街市八街ほ２２７－１

印旛 鈴木　康生 内科、麻酔科 鈴木クリニック 289-1115 八街市八街ほ２６５

印旛 戸村　好太郎 内科、リウマチ科 医療法人社団戸村内科クリニック 286-0211 富里市御料葉山９２３－１１

印旛 清野　晃吉 胃腸外科 せいの胃腸内科クリニック 286-0221 富里市七栄５９０

印旛 龍岡　穂積 内科 医療法人社団知己会　龍岡クリニック 286-0221 富里市七栄６５３－７３

印旛 湯山　琢夫 整形外科、リハビリテーション科 医療法人社団郷愛会湯山整形外科 286-0221 富里市七栄６７４－１９

印旛 宮本　雅治 内科、循環器科 医療法人社団英彦山会みやび内科クリニック 286-0202 富里市日吉倉５７２－２

印旛 荻野　秀光 外科 医療法人徳洲会　成田富里徳洲会病院 286-0201 富里市日吉台１－１－１

印旛 須田　倫之 外科 医療法人徳洲会　成田富里徳洲会病院 286-0201 富里市日吉台１－１－１

印旛 村山　弘之 外科 医療法人徳洲会　成田富里徳洲会病院 286-0201 富里市日吉台１－１－１

印旛 長舩　大士 耳鼻いんこう科 医療法人徳洲会　成田富里徳洲会病院 286-0201 富里市日吉台１－１－１

印旛 柳　清 耳鼻いんこう科 医療法人徳洲会　成田富里徳洲会病院 286-0201 富里市日吉台１－１－１

印旛 橋本　亨 循環器内科 医療法人徳州会　成田富里徳州会病院 286-0201 富里市日吉台1-1-1
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印旛 中西　敏雄 小児科 医療法人徳洲会　成田富里徳洲会病院 286-0201 富里市日吉台１－１－１

印旛 藤原　廉 脳神経外科 医療法人徳洲会　成田富里徳洲会病院 286-0201 富里市日吉台１－１－１

印旛 岸田　修二 脳神経内科 医療法人徳洲会　成田富里徳洲会病院 286-0201 富里市日吉台1-1-1

印旛 荻島　達也 泌尿器科 医療法人徳洲会　成田富里徳洲会病院 286-0201 富里市日吉台１－１－１

印旛 豊永　洋一郎 泌尿器科 医療法人徳洲会　成田富里徳洲会病院 286-0201 富里市日吉台１－１－１

印旛 今村　茂樹 外科、大腸・肛門外科、消化器外科 医療法人社団　樹々会　日吉台病院 286-0201 富里市日吉台１－６－２

印旛 山本　昌彦 耳鼻いんこう科 日吉台病院 286-0201 富里市日吉台１－６－２

印旛 露﨑　洋平 神経内科 医療法人社団樹々会　日吉台病院 286-0201 富里市日吉台１－６－２

印旛 相羽　陽介 内科、神経内科 医療法人社団樹々会　日吉台病院 286-0201 富里市日吉台１－６－２

印旛 中川　良 小児科 医療法人徳洲会　成田富里徳洲会病院 286-0201 富里市日吉台１丁目１－１

印旛 笹山　千加志 眼科 笹山眼科医院 286-0201 富里市日吉台２－９１－６和光ビル２Ｆ

香取 長井　仁美 整形外科 医療法人社団　見龍堂医会　神崎クリニック 289-0221 香取郡神崎町神崎本宿６７１

香取 蔵本　美與子 内科 医療法人社団見龍堂医会　神崎クリニック 289-0221 香取郡神崎町神崎本宿６７１

香取 平山　健太郎 眼科 医療法人社団平山眼科医院 289-2241 香取郡多古町多古３２７１－２

香取 藤﨑　安明 外科 国保多古中央病院 289-2241 香取郡多古町多古３８８－１

香取 堤　中 整形外科 国保多古中央病院 289-2241 香取郡多古町多古３８８－１

香取 馬場　徹 内科 国保多古中央病院 289-2241 香取郡多古町多古388-1

香取 片倉　達 外科 国保多古中央病院 289-2241 香取郡多古町多古３８８番地１

香取 髙見　洋司 外科 国保多古中央病院 289-2241 香取郡多古町多古３８８番地１

香取 中島　賢一 内科 国保多古中央病院 289-2241 香取郡多古町多古３８８番地１

香取 林田　典子 内科 国保多古中央病院 289-2241 香取郡多古町多古３８８番地１

香取 小又　誠一 内科 東庄町国民健康保険東庄病院 289-0612 香取郡東庄町石出２６９２－１５

香取 髙石　佳則 内科 東庄町国民健康保険東庄病院 289-0612 香取郡東庄町石出２６９２－１５

香取 鴇田　純一 内科 鴇田医院 287-0102 香取市岩部１３８８

香取 白井　厚治 内科 医療法人社団誠仁会　みはま香取クリニック 287-0041 香取市玉造2-9-3

香取 岩崎　雅志 泌尿器科 医療法人社団誠仁会　みはま香取クリニック 287-0041 香取市玉造2-9-3

香取 坂井　健彦 泌尿器科 医療法人社団誠仁会　みはま香取クリニック 287-0041 香取市玉造２－９－３

香取 久保田　剛 整形外科 久保田整形外科クリニック 287-0003 香取市佐原イ１０２７－２

香取 鈴木　純 眼科 医療法人社団清英会鈴木眼科医院 287-0003 香取市佐原イ１５８－２

香取 根本　雄治 消化器内科、消化器外科 医療法人社団　根本医院 287-0003 香取市佐原イ１６９３

香取 石井　從道 糖尿病内科、循環器内科、脳神経外科 医療法人社団東方会石井内科医院 287-0003 香取市佐原イ1700

香取 石井　雄道 内科、脳神経外科 石井内科医院 287-0003 香取市佐原イ１７００

香取 角田　慎輔 外科 千葉県立佐原病院 287-0003 香取市佐原イ２２８５

香取 露口　利夫 消化器内科 千葉県立佐原病院 287-0003 香取市佐原イ２２８５

香取 紺野　健太 整形外科 千葉県立佐原病院 287-0003 香取市佐原イ２２８５

香取 北﨑　等 整形外科 千葉県立佐原病院 287-0003 香取市佐原イ２２８５

香取 中堀　進 内科 千葉県立佐原病院 287-0003 香取市佐原イ２２８５

香取 田中　武継 内科 千葉県立佐原病院 287-0003 香取市佐原イ２２８５

香取 加賀　勘家 泌尿器科 千葉県立佐原病院 287-0003 香取市佐原イ２２８５

香取 会沢　昌倫 脳神経外科 医療法人社団　彰考会　あいざわクリニック 287-0003 香取市佐原イ２４０３－１

香取 松浦　宏 皮膚科、泌尿器科 医療法人社団　見龍堂医会　松浦医院 287-0003 香取市佐原イ２９０７番地１

香取 山野　敬彦 内科、脳神経内科 医療法人社団華光会　山野病院 287-0003 香取市佐原イ３４１６

香取 越川　義章 内科 越川医院 287-0003 香取市佐原イ７５３

香取 坂本　文夫 内科 坂本医院 287-0001 香取市佐原ロ２０２８－４３

香取 菅原　吉隆 リハビリテーション科 医療法人社団明芳会　イムス佐原リハビリテーション病院 287-0001 香取市佐原ロ２１２１－１

香取 齋藤　正仁 リハビリテーション科 医療法人社団明芳会　イムス佐原リハビリテーション病院 287-0001 香取市佐原ロ２１２１－１

香取 佐藤　織絵 内科 医療法人社団明芳会　イムス佐原リハビリテーション病院 287-0001 香取市佐原ロ２１２１－１

香取 秋元　富夫 内科 医療法人社団明芳会　イムス佐原リハビリテーション病院 287-0001 香取市佐原ロ２１２１－１

香取 富永　滋 内科 医療法人社団明芳会　イムス佐原リハビリテーション病院 287-0001 香取市佐原ロ２１２１－１

香取 西岡　亮治 脳神経内科 医療法人社団明芳会　イムス佐原リハビリテーション病院 287-0001 香取市佐原ロ２１２１－１

香取 山本　泰 内科 医療法人社団寿光会　栗源病院 287-0107 香取市助沢８３２－１

香取 多部田　弘士 内科 医療法人社団寿光会　栗源病院 287-0107 香取市助沢８３２－１

香取 宮内　郁夫 内科、消化器科 みやうちクリニック 289-0414 香取市長岡１３０４－７

香取 香取　理絵 内科 医療法人社団理正仁会　香取医院 287-0011 香取市津宮１２９５－１

香取 渡辺　絵美 眼科 香取おみがわ医療センター 289-0332 香取市南原地新田４３８－１

香取 清水　純人 整形外科 香取おみがわ医療センター 289-0332 香取市南原地新田４３８－１

香取 桑原　憲一 内科 香取おみがわ医療センター 289-0332 香取市南原地新田４３８－１

香取 佐久間　勉 内科 香取おみがわ医療センター 289-0332 香取市南原地新田４３８－１

香取 髙橋　遼 内科 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

香取 越川　陽一 内科、小児科、消化器内科 越川クリニック 287-0002 香取市北１－１０－３

香取 小林　裕子 眼科 日新眼科 287-0002 香取市北３－１３－１０

香取 保津　豊徳 内科、小児科 たもつ内科小児科医院 287-0002 香取市北二丁目１４番８号

香取 越川　淳也 内科、消化器内科 まきの越川診療所 287-0033 香取市牧野２０７０－２

香取 大塚　隆弘 整形外科、リハビリテーション科 医療法人社団君津あすなろ会　小見川あすなろクリニック 289-0314 香取市野田２８０－１

海匝 佐多　範洋 内科、心療内科、精神科 ここからクリニック 289-2511 旭市イ　１６３８－４

海匝 松浦　功 アレルギー・膠原病内科 総合病院　国保旭中央病院 289-2511 旭市イ１３２６

海匝 永井　元樹 外科 総合病院　国保　旭中央病院 289-2511 旭市イ１３２６

海匝 野本　洋平 眼科 総合病院　国保　旭中央病院 289-2511 旭市イ１３２６

海匝 清水　亮 血液内科 総合病院国保旭中央病院 289-2511 旭市イ１３２６

海匝 古屋　隆俊 血管外科 総合病院　国保　旭中央病院 289-2511 旭市イ１３２６
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海匝 赤井　隆文 血管外科 国保旭中央病院 289-2511 旭市イ１３２６

海匝 鈴木　真 産婦人科 地方独立法人　総合病院国保旭中央病院 289-2511 旭市イ１３２６

海匝 荒川　真梨子 小児科 総合病院国保旭中央病院 289-2511 旭市イ１３２６

海匝 小林　宏伸 小児科 総合病院　国保　旭中央病院 289-2511 旭市イ１３２６

海匝 仙田　昌義 小児科 総合病院　国保　旭中央病院 289-2511 旭市イ１３２６

海匝 北澤　克彦 小児科 総合病院　国保　旭中央病院 289-2511 旭市イ１３２６

海匝 本多　昭仁 小児科 総合病院　国保　旭中央病院 289-2511 旭市イ１３２６

海匝 松本　弘 小児科、新生児科 総合病院　国保　旭中央病院 289-2511 旭市イ１３２６

海匝 伊達　数馬 心臓外科 総合病院国保旭中央病院 289-2511 旭市イ１３２６

海匝 山本　哲史 心臓外科 総合病院　国保　旭中央病院 289-2511 旭市イ１３２６

海匝 梅木　昭秀 心臓外科 総合病院　国保　旭中央病院 289-2511 旭市イ１３２６

海匝 佐伯　雅史 神経内科 総合病院　国保旭中央病院 289-2511 旭市イ１３２６

海匝 鈴木　陽一 神経内科 総合病院　国保旭中央病院 289-2511 旭市イ１３２６

海匝 山内　友規 整形外科 総合病院　国保　旭中央病院 289-2511 旭市イ１３２６

海匝 杉山　宏 整形外科 総合病院　国保　旭中央病院 289-2511 旭市イ１３２６

海匝 浅見　貴弘 総合診療内科、呼吸器内科 地方独立行政法人　総合病院国保旭中央病院 289-2511 旭市イ１３２６

海匝 伊良部　徳次 内科 総合病院　国保　旭中央病院 289-2511 旭市イ１３２６

海匝 塩尻　俊明 内科 総合病院　国保　旭中央病院 289-2511 旭市イ１３２６

海匝 加々美　新一郎 内科 総合病院　国保　旭中央病院 289-2511 旭市イ１３２６

海匝 岩本　逸夫 内科 総合病院　国保　旭中央病院 289-2511 旭市イ１３２６

海匝 吉田　象二 内科 総合病院　国保　旭中央病院 289-2511 旭市イ１３２６

海匝 宮川　明祐 内科 総合病院　国保　旭中央病院 289-2511 旭市イ１３２６

海匝 宮地　浩太郎 内科 総合病院　国保　旭中央病院 289-2511 旭市イ１３２６

海匝 宮内　義浩 内科 総合病院　国保　旭中央病院 289-2511 旭市イ１３２６

海匝 櫛田　俊一 内科 総合病院　国保　旭中央病院 289-2511 旭市イ１３２６

海匝 窪田　学 内科 総合病院　国保　旭中央病院 289-2511 旭市イ１３２６

海匝 志村　謙次 内科 総合病院　国保　旭中央病院 289-2511 旭市イ１３２６

海匝 糸林　詠 内科 総合病院　国保　旭中央病院 289-2511 旭市イ１３２６

海匝 紫村　治久 内科 総合病院　国保　旭中央病院 289-2511 旭市イ１３２６

海匝 神田　順二 内科 総合病院　国保　旭中央病院 289-2511 旭市イ１３２６

海匝 杉山　隆広 内科 総合病院国保旭中央病院 289-2511 旭市イ１３２６

海匝 瀬戸　洋平 内科 総合病院国保旭中央病院 289-2511 旭市イ１３２６

海匝 大西　俊一郎 内科 総合病院　国保　旭中央病院 289-2511 旭市イ１３２６

海匝 中村　朗 内科 総合病院　国保　旭中央病院 289-2511 旭市イ１３２６

海匝 渡邊　隆 内科 総合病院　国保　旭中央病院 289-2511 旭市イ１３２６

海匝 齊藤　陽久 内科 総合病院　国保　旭中央病院 289-2511 旭市イ１３２６

海匝 田中　宏明 内科、血液内科 総合病院　国保　旭中央病院 289-2511 旭市イ１３２６

海匝 小林　誠 内科、神経内科 総合病院　国保　旭中央病院 289-2511 旭市イ１３２６

海匝 竹村　浩至 内科、腎臓内科/透析科・糖尿病代謝内科・アレルギー膠原病科 地方独立行政法人　総合病院国保旭中央病院 289-2511 旭市イ１３２６

海匝 山本　邦厚 脳神経外科 総合病院　国保　旭中央病院 289-2511 旭市イ１３２６

海匝 持田　英俊 脳神経外科 総合病院　国保　旭中央病院 289-2511 旭市イ１３２６

海匝 大屋　滋 脳神経外科 総合病院　国保　旭中央病院 289-2511 旭市イ１３２６

海匝 渡邉　三郎 脳神経外科 総合病院　国保　旭中央病院 289-2511 旭市イ１３２６

海匝 福井　崇人 脳神経外科 地方独立行政法人　総合病院国保旭中央病院 289-2511 旭市イ１３２６

海匝 中津　裕臣 泌尿器科 総合病院　国保　旭中央病院 289-2511 旭市イ１３２６

海匝 網谷　兆康 泌尿器科 国保　旭中央病院 289-2511 旭市イ１３２６

海匝 鈴木　規之 泌尿器科 総合病院　国保　旭中央病院 289-2511 旭市イ１３２６

海匝 丸田　享 内科 総合病院国保旭中央病院 289-2511 旭市イ－１３２６

海匝 樋口　正美 内科 総合病院国保旭中央病院 289-2511 旭市イ－１３２６

海匝 本田　亮一 内科 総合病院　国保　旭中央病院 289-2511 旭市イ－１３２６

海匝 林　清人 内科 総合病院国保旭中央病院 289-2511 旭市イ－１３２６

海匝 中野　倫代 皮膚科 総合病院国保旭中央病院 289-2511 旭市イ－１３２６

海匝 小林　敏貴 内科 青葉クリニック 289-2511 旭市イ４６４４

海匝 小林　麻里 耳鼻いんこう科 国保　旭中央病院 289-2511 旭市イ―１３２６番地

海匝 末廣　敬祐 皮膚科 サンモール皮ふ科 281-2511 旭市イー２６７６－１　２F

海匝 中村　隆之 アレルギー膠原病内科 総合病院国保旭中央病院 289-2511 旭市イの１３２６

海匝 冨樫　順一 外科 地方独立行政法人　総合病院　国保旭中央病院 289-2511 旭市イの１３２６

海匝 桑田　知幸 形成外科 総合病院国保旭中央病院 289-2511 旭市イの１３２６

海匝 大戸　弘人 耳鼻いんこう科 総合病院国保旭中央病院 289-2511 旭市イの１３２６

海匝 久保田　茂樹 小児科 地方独立行政法人　総合病院国保旭中央病院 289-2511 旭市イの１３２６

海匝 前本　達男 小児科 総合病院国保旭中央病院 289-2511 旭市イの１３２６

海匝 新籾　正明 整形外科 総合病院国保旭中央病院 289-2511 旭市イの１３２６

海匝 宮本　翔平 総合診療内科 総合病院国保旭中央病院 289-2511 旭市イの１３２６

海匝 荻野　淳 糖尿病代謝内科 総合病院　国保旭中央病院 289-2511 旭市イの１３２６

海匝 サッキャ・サンディープ 内科 総合病院国保旭中央病院 289-2511 旭市イの１３２６

海匝 染小　英弘 内科 総合病院国保旭中央病院 289-2511 旭市イの１３２６

海匝 早川　直樹 内科 総合病院国保旭中央病院 289-2511 旭市イの１３２６

海匝 熱田　直己 内科 総合病院国保旭中央病院 289-2511 旭市イの１３２６

海匝 鈴木　孝典 脳神経外科 総合病院国保旭中央病院 289-2511 旭市イの１３２６

海匝 新井　仁秀 内科、外科、緩和ケア内科 医療法人社団昌健会　みんなのライフサポートクリニック旭 289-2504 旭市ニ６１１８－１
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海匝 野口　信夫 内科、麻酔科 野口在宅クリニック 289-2521 旭市ハ９２０－３２

海匝 渡邊　茂樹 外科、消化器内科 樹クリニック 289-2516 旭市ロ１５３５－１

海匝 新行内　佐代子 眼科 旭眼科医院 289-2516 旭市ロ７８１

海匝 渡辺　龍雄 眼科 わたなべ眼科 289-2613 旭市後草２２５２

海匝 水野　由輝郎 内科、神経内科 医療法人社団輝望会　水野クリニック 289-2714 旭市三川６５５１－１

海匝 穴澤　康志 内科、消化器内科 穴沢医院 289-0505 旭市萬歳１８６０－３

海匝 守　正英 内科、小児科、外科、整形外科 守医院 289-2102 匝瑳市椿1268番地

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 江波戸　直久 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 菊地　紀夫 外科 国保匝瑳市民病院 289-2144 匝瑳市八日市場イ１３０４

海匝 古川　健 外科 国保匝瑳市民病院 289-2144 匝瑳市八日市場イ１３０４

海匝 小笠原　猛 外科 国保匝瑳市民病院 289-2144 匝瑳市八日市場イ１３０４

海匝 小島　一浩 外科 国保匝瑳市民病院 289-2144 匝瑳市八日市場イ１３０４

海匝 大嶋　博一 外科 国保匝瑳市民病院 289-2144 匝瑳市八日市場イ１３０４

海匝 本田　崇 整形外科 国保匝瑳市民病院 289-2144 匝瑳市八日市場イ１３０４

海匝 宇田　毅彦 内科 国保匝瑳市民病院 289-2144 匝瑳市八日市場イ１３０４

海匝 海野　広道 内科 国保匝瑳市民病院 289-2144 匝瑳市八日市場イ１３０４

海匝 増田　道男 内科 国保匝瑳市民病院 289-2144 匝瑳市八日市場イ１３０４

海匝 小川　雅博 内科、循環器科、小児科 小川内科 289-2144 匝瑳市八日市場イ２７８３

海匝 佐藤　晴彦 眼科 眼科さとう医院 289-2144 匝瑳市八日市場イ４１２－１４

海匝 新行内　文夫 眼科 アサヒ眼科クリニック 289-2144 匝瑳市八日市場イ６１－６

海匝 伊藤　保博 神経内科、外科、整形外科、脳神経外科、リハビリテーション科 医療法人・社団　泰伯会　伊藤医院 289-2146 匝瑳市八日市場ホ3239

海匝 黒川　雅弘 整形外科 九十九里ホーム病院 289-2147 匝瑳市飯倉２１

海匝 林　文 内科 九十九里ホーム病院 289-2147 匝瑳市飯倉２１

海匝 柏熊　大輔 内科 かしわくま内科クリニック 289-2135 匝瑳市髙野１６０－８

海匝 齋藤　功 眼科 さいとう眼科クリニック 288-0003 銚子市黒生町７１３１－１

海匝 鈴木　洋通 内科 医療法人財団みさき会　たむら記念病院 288-0815 銚子市三崎町２－２６０９－１

海匝 田村　誠 整形外科 医療法人財団みさき会　たむら記念病院 288-0815 銚子市三崎町２丁目２６０９番地１号

海匝 高平　貴一郎 内科 吉野クリニック 288-0836 銚子市松岸町4－778－51

海匝 岩﨑　伸行 整形外科 医療法人厚仁会　内田病院 288-0044 銚子市西芝町４－４

海匝 小林　健一 整形外科 医療法人厚仁会　内田病院 288-0044 銚子市西芝町４－４

海匝 豊田　充孝 消化器科 医療法人厚仁会　内田病院 288-0044 銚子市西芝町４番地の４

海匝 古屋　文康 眼科 銚子市立病院 288-0031 銚子市前宿町５９７

海匝 久保　範明 整形外科 銚子市立病院 288-0031 銚子市前宿町５９７

海匝 森　武男 整形外科 銚子市立病院 288-0031 銚子市前宿町５９７

海匝 関川　昭彦 内科 銚子市立病院 288-0031 銚子市前宿町５９７

海匝 蓮尾　公篤 内科、外科 銚子市立病院 288-0031 銚子市前宿町５９７

海匝 名雪　文一 脳神経外科 なゆきクリニック 288-0837 銚子市長塚町３－２５１

海匝 三枝　超 整形外科 三枝整形外科医院 288-0801 銚子市唐子町３４－１２

海匝 嶋田　久 外科 医療法人積仁会　島田総合病院 288-0053 銚子市東町５－３

海匝 近森　正康 内科 医療法人積仁会　島田総合病院 288-0053 銚子市東町５－３

海匝 嶋田　一成 内科 医療法人積仁会　島田総合病院 288-0053 銚子市東町５－３

海匝 内田　伸平 内科 医療法人積仁会　島田総合病院 288-0053 銚子市東町５－３

海匝 兒玉　泰治 内科 兒玉メディカルクリニック 288-0874 銚子市豊里台１－１０４４－２１

海匝 明石　英之 内科、循環器内科 おうち診療所　銚子 288-0042 銚子市末広町１－１６田丸ビル４階

山武 山崎　政城 内科、胃腸科、外科、整形外科、麻酔科 山崎医院 289-1732 山武郡横芝光町横芝２１３７

山武 井上　松応 内科、胃腸科、外科、整形外科、皮膚科、こう門科、リハビリテーション科 医療法人社団松誠会　まさごクリニック 289-1732 山武郡横芝光町横芝４２５－１

山武 鈴木　健士 内科 さくらクリニック 289-1727 山武郡横芝光町宮川１１９４９－１

山武 奥野　厚志 外科 東陽病院 289-1727 山武郡横芝光町宮川１２１００

山武 外川　明 外科 東陽病院 289-1727 山武郡横芝光町宮川１２１００

山武 田内　利幸 整形外科 東陽病院 289-1727 山武郡横芝光町宮川１２１００

山武 保科　孝好 整形外科 東陽病院 289-1727 山武郡横芝光町宮川１２１００

山武 西原　弘嗣 内科 東陽病院 289-1727 山武郡横芝光町宮川１２１００

山武 福田　雅弘 内科 東陽病院 289-1727 山武郡横芝光町宮川１２１００

山武 続　順一 リハビリテーション科 九十九里病院 283-0104 山武郡九十九里町片貝２７００

山武 新島　眞文 呼吸器内科 医療法人社団慈優会　九十九里病院 283-0104 山武郡九十九里町片貝２７００

山武 川島　辰男 呼吸器内科 医療法人社団　慈優会　九十九里診療所 283-0104 山武郡九十九里町片貝２７０５－７

山武 古川　洋一郎 内科 医療法人社団 九仁会 古川クリニック 283-0104 山武郡九十九里町片貝３６８９

山武 花城　実 内科、消化器科 花城医院 289-1527 山武市松尾町大堤１３６－３

山武 金子　昇 内科、呼吸器科、消化器科、循環器科、小児科 松尾クリニック 289-1527 山武市松尾町大堤４１－１

山武 中尾　照男 外科、消化器外科 睦岡クリニック 289-1223 山武市埴谷５４０－１

山武 坂本　昭雄 外科 地方独立行政法人さんむ医療センター 289-1326 山武市成東１６７

山武 篠原　靖志 外科 地方独立行政法人さんむ医療センター 289-1326 山武市成東１６７

山武 石川　哲大 整形外科 地方独立行政法人さんむ医療センター 289-1326 山武市成東１６７

山武 大前　隆則 整形外科 地方独立行政法人　さんむ医療センター 289-1326 山武市成東１６７

山武 掛村　忠義 内科 地方独立行政法人さんむ医療センター 289-1326 山武市成東１６７

山武 瀧澤　太一 内科 地方独立行政法人さんむ医療センター 289-1326 山武市成東１６７

山武 齋藤　嘉一郎 内科 地方独立行政法人さんむ医療センター 289-1326 山武市成東１６７

山武 水谷　佳敬 内科、産婦人科 地方独立行政法人　さんむ医療センター 289-1326 山武市成東１６７

山武 小野　純一 脳神経外科 地方独立行政法人さんむ医療センター 289-1326 山武市成東１６７
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山武 田中　幹雄 脳神経外科 地方独立行政法人さんむ医療センター 289-1326 山武市成東１６７

山武 木村　亜矢子 皮膚科 地方独立行政法人さんむ医療センター 289-1326 山武市成東１６７

山武 塙　勝博 眼科 さんむ眼科クリニック 289-1326 山武市成東７４４－１

山武 重田　博夫 整形外科 医療法人社団　鎮誠会 姫島クリニック 289-1327 山武市姫島２６８-１

山武 吉田　繁夫 胃腸内科 吉田クリニック 289-1321 山武市富田ト７７２

山武 宇井　克人 内科 医療法人社団潤友会　宇井医院 289-1801 山武市蓮沼イ２２４３－３

山武 橋本　真一郎 内科 医療法人社団　橋本医院 299-3234 大網白里市みずほ台１－２９－１３

山武 志々目　修 内科、小児科 医療法人勇優雅会　きららのくにみどりが丘クリニック 299-3255 大網白里市みどりが丘３－１０－６

山武 氏原　康之 内科、外科、消化器内科 うじはらクリニック 299-3236 大網白里市みやこ野１－２－１サエグサビル２０１

山武 網谷　肇 内科、精神科 ひなたホームクリニック 299-3236 大網白里市みやこ野１－２－３ルミエールみやこ野６０２

山武 今井　尚人 眼科 医療法人社団　おおあみ眼科 299-3236 大網白里市みやこ野２－１－４

山武 錦織　吉宏 循環器科、外科 医療法人社団粲登記念会　錦織メディカルクリニック 299-3236 大網白里市みやこ野一丁目4番5号

山武 錦織　悦子 神経内科 医療法人社団粲登記念会　錦織メディカルクリニック 299-3236 大網白里市みやこ野一丁目4番5号

山武 伊達　裕昭 リハビリテーション科 季美の森リハビリテーション病院 299-3241 大網白里市季美の森南１－３０－１

山武 伊藤　千秋 リハビリテーション科 医療法人社団鎮誠会　季美の森リハビリテーション病院 299-3241 大網白里市季美の森南１－３０－１

山武 永原　健 リハビリテーション科 季美の森リハビリテーション病院 299-3241 大網白里市季美の森南１－３０－１

山武 白井　周史 整形外科 季美の森リハビリテーション病院 299-3241 大網白里市季美の森南１－３０－１

山武 石毛　尚起 脳神経外科 医療法人社団鎮誠会　季美の森リハビリテーション病院 299-3241 大網白里市季美の森南１－３０－１

山武 山口　喜一郎 整形外科 医療法人社団鎮誠会季美の森整形外科 289-3241 大網白里市季美の森南1-30-5

山武 尾﨑　尚人 リハビリテーション科 医療法人社団鎮誠会　季美の森リハビリテーション病院 299-3241 大網白里市季美の森南１丁目３０－１

山武 鈴木　文夫 泌尿器科 おおあみ泌尿器科 299-3235 大網白里市駒込１４８２サンモールカクガワ１階

山武 石井　誠之 内科 医療法人社団昌健会　みんなのライフサポートクリニック大網 299-3235 大網白里市駒込７８０－１

山武 椎名　裕樹 内科 医療法人社団昌健会　みんなのライフサポートクリニック大網 299-3235 大網白里市駒込７８０－１

山武 板橋　良昌 内科 医療法人社団昌健会　みんなのライフサポートクリニック大網 299-3235 大網白里市駒込７８０－１

山武 吉田　俊樹 内科、神経内科 医療法人社団昌健会　みんなのライフサポートクリニック大網 299-3235 大網白里市駒込７８０－１

山武 木田　博隆 神経内科 きだ在宅クリニック 299-3267 大網白里市清名幸谷５１－１

山武 土居　通忠 内科、整形外科 きだ在宅クリニック 299-3267 大網白里市清名幸谷５１－１

山武 安原　晃一 整形外科 しらさと整形外科 299-3202 大網白里市南今泉７５－１

山武 安蒜　聡 外科 大網白里市立国保大網病院 299-3221 大網白里市富田８８４－１

山武 古谷　成慈 外科 大網白里市立国保大網病院 299-3221 大網白里市富田８８４－１

山武 板橋　輝美 外科 大網白里市立国保大網病院 299-3221 大網白里市富田８８４－１

山武 山﨑　敦子 血液内科 大網白里市立国保大網病院 299-3221 大網白里市富田８８４－１

山武 杉田　泰雅 血液内科 大網白里市立国保大網病院 299-3221 大網白里市富田８８４－１

山武 東ヶ崎　絵美 血液内科 大網白里市立　国保大網病院 299-3221 大網白里市富田８８４－１

山武 髙木　英爾 循環器内科 大網白里市立国保大網病院 299-3221 大網白里市富田８８４－１

山武 志村　賢範 消化器科、外科 大網白里市立国保大網病院 299-3221 大網白里市富田８８４－１

山武 木村　典夫 消化器内科 大網白里市立国保大網病院 299-3221 大網白里市富田８８４－１

山武 宗藤　正理 整形外科 大網白里市立国保大網病院 299-3221 大網白里市富田８８４－１

山武 豊田　明宏 整形外科 大網白里市立国保大網病院 299-3221 大網白里市富田８８４－１

山武 佐久間　郁行 内科 大網白里市立国保大網病院 299-3221 大網白里市富田８８４－１

山武 髙梨　秀樹 内科 大網白里市立国保大網病院 299-3221 大網白里市富田８８４－１

山武 吉留　博之 外科 大網白里市立国保大網病院 299-3221 大網白里市富田８８４番地１

山武 池田　博之 眼科 ひまわり眼科 299-3237 大網白里市仏島１１４

山武 鈴木　秀明 内科 ますほ内科クリニック 299-3218 大網白里市北飯塚３４５－１

山武 坂間　淳孝 消化器内科 医療法人静和会　浅井病院 283-8650 東金市家徳３８－１

山武 井上　悟 精神科 医療法人静和会　浅井病院 283-0062 東金市家徳３８－１

山武 永嶌　朋久 精神科 医療法人静和会　浅井病院 283-8650 東金市家徳３８－１

山武 宮本　尚哉 精神科 医療法人静和会　浅井病院 283-8650 東金市家徳３８－１

山武 原　広一郎 精神科 医療法人静和会　浅井病院 283-8650 東金市家徳３８－１

山武 秀野　武彦 精神科 医療法人静和会　浅井病院 283-8650 東金市家徳３８－１

山武 小澤　健 精神科 医療法人静和会　浅井病院 283-8650 東金市家徳３８－１

山武 松岡　究 精神科 医療法人静和会　浅井病院 283-8650 東金市家徳３８－１

山武 儘田　孝 精神科 医療法人　静和会　浅井病院 283-8650 東金市家徳３８－１

山武 加藤　博士 内科 医療法人静和会　浅井病院 283-8650 東金市家徳３８－１

山武 吉村　智士 内科 医療法人静和会　浅井病院 283-0062 東金市家徳３８－１

山武 長谷川　正和 形成外科 独立行政法人東金九十九里地域医療センター東千葉メディカルセンター 283-8686 東金市丘山台３－６－２

山武 笠原　靖紀 呼吸器内科 東千葉メディカルセンター 283-8686 東金市丘山台３－６－２

山武 西村　倫太郎 呼吸器内科 東千葉メディカルセンター 283-8686 東金市丘山台３－６－２

山武 江澤　正浩 産婦人科 東千葉メディカルセンター 283-8686 東金市丘山台３－６－２

山武 菊地　瞬 耳鼻いんこう科 東千葉メディカルセンター 283-8686 東金市丘山台３－６－２

山武 佐野　剛一 循環器内科 東千葉メディカルセンター 283-8686 東金市丘山台３－６－２

山武 若林　慎一 循環器内科 東千葉メディカルセンター 283-8686 東金市丘山台３－６－２

山武 石川　啓史 循環器内科 東千葉メディカルセンター 283-8686 東金市丘山台３－６－２

山武 岡田　玲緒奈 小児科 東千葉メディカルセンター 283-8686 東金市丘山台３－６－２

山武 内川　英紀 小児科 東千葉メディカルセンター 283-8686 東金市丘山台３－６－２

山武 亀崎　秀宏 消化器内科 東千葉メディカルセンター 283-8686 東金市丘山台３－６－２

山武 石田　敬一 心臓血管外科 東千葉メディカルセンター 283-8686 東金市丘山台３－６－２

山武 井上　雅寛 整形外科 東千葉メディカルセンター 283-8686 東金市丘山台３－６－２

山武 佐藤　雅 整形外科 東千葉メディカルセンター 283-8686 東金市丘山台３－６－２

山武 青木　保親 整形外科 東千葉メディカルセンター 283-8686 東金市丘山台３－６－２
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山武 中嶋　隆行 整形外科 東千葉メディカルセンター 283-8686 東金市丘山台３－６－２

山武 渡辺　淳也 整形外科 地方独立行政法人東金九十九里地域医療センター東千葉メディカルセンター 283-8686 東金市丘山台３－６－２

山武 葉　佐俊 整形外科 東千葉メディカルセンター 283-8686 東金市丘山台３－６－２

山武 森　隆浩 総合内科 東千葉メディカルセンター 283-8686 東金市丘山台３－６－２

山武 小倉　正恒 代謝・内分泌内科 東千葉メディカルセンター 283-8686 東金市丘山台３－６－２

山武 石川　崇広 代謝・内分泌内科 東千葉メディカルセンター 283-8686 東金市丘山台３－６－２

山武 大石　博通 脳神経外科 東千葉メディカルセンター 283-8686 東金市丘山台３－６－２

山武 町田　利生 脳神経外科 地方独立行政法人 東金九十九里地域医療センター東千葉メディカルセンター 283-8686 東金市丘山台３－６－２

山武 和田　政則 脳神経外科 東千葉メディカルセンター 283-8686 東金市丘山台３－６－２

山武 松田　信二 脳神経外科、脳神経内科 東千葉メディカルセンター 283-8686 東金市丘山台３－６－２

山武 内田　智彦 脳神経内科 東千葉メディカルセンター 283-8686 東金市丘山台３－６－２

山武 関根　瑠美 耳鼻いんこう科 東千葉メディカルセンター 283-8686 東金市丘山台３丁目６番地２

山武 金枝　朋宜 循環器内科 東千葉メディカルセンター 283-8686 東金市丘山台３丁目６番地２

山武 井上　祐三朗 小児科 東千葉メディカルセンター 283-8686 東金市丘山台３丁目６番地２

山武 渡邉　栄三 救急科・集中治療部 地方独立行政法人　東金九十九里地域医療センター　東千葉メディカルセンター 283-0826 東金市丘山台三丁目６番地２

山武 江間　亮吾 呼吸器内科 東千葉メディカルセンター 283-8686 東金市丘山台三丁目６番地２

山武 長澤　耕男 小児科 地方独立行政法人東金九十九里地域医療センター　東千葉メディカルセンター 283-8686 東金市丘山台三丁目6番地２

山武 増田　政久 心臓血管外科 地方独立行政法人　東金九十九里地域医療センター　東千葉メディカルセンター 283-0826 東金市丘山台三丁目６番地２

山武 服部　祐爾 内科、消化器内科 医療法人社団　江祐会　はっとり内科クリニック 283-0002 東金市求名７６－１

山武 今井　裕文 内科、循環器科、小児科 医療法人社団 滝琉会 りゅうクリニック 283-0005 東金市田間１２８５－２

山武 吉川　玲欧 内科、リウマチ科 ふるがき糖尿病内科医院 283-0005 東金市田間２－２２－７

山武 榊原　亜希子 眼科 さかきばら眼科 283-0068 東金市東岩崎１３－１８

山武 佐藤　進一 整形外科 医療法人社団鎮誠会　東金整形外科 283-0068 東金市東岩崎２－２６－１４

山武 古垣　斉拡 内科 医療法人社団フルガキ・メディカル　とうがね中央糖尿病腎クリニック 283-0068 東金市東岩崎２４－７

山武 西田　洋文 内科 とうがね中央糖尿病腎クリニック 283-0068 東金市東岩崎２４－７

山武 飯島　堅太郎 内科 東金中央糖尿病腎クリニック 283-0068 東金市東岩崎２４－７

山武 柿栖　米次 眼科 柿栖眼科医院 283-0068 東金市東岩崎５－４

山武 四倉　次郎 眼科 柿栖眼科医院 283-0069 東金市東岩崎５－４

山武 小森　章寿 外科、胃腸外科 医療法人社団爽章会　城西クリニック 283-0066 東金市南上宿４－９

山武 天野　豊 内科 医療法人社団豊翔会　天野内科クリニック 283-0066 東金市南上宿５－３４－４東総ビル２Ｆ

山武 佐藤　成信 内科 医療法人社団 北辰堂 佐藤医院 283-0031 東金市薄島162-3

山武 豊田　敦 内科、リウマチ科、整形外科 医療法人社団豊和会とよだ整形外科医院 283-0063 東金市堀上１３３９

山武 岡﨑　信彦 内科、小児科、外科 医療法人社団二洋会　岡崎医院 283-0804 東金市油井５５－１

長生 増田　太一 循環器内科 医療法人社団桐佑会　藤島クリニック 299-4301 長生郡一宮町一宮２４４６－１

長生 藤島　知則 内科、小児科、消化器内科 藤島クリニック 299-4301 長生郡一宮町一宮２４４６-１

長生 米本　光一 リウマチ科、整形外科 医療法人社団光友会　よねもと整形外科 299-4301 長生郡一宮町一宮２５３５

長生 加藤　昌子 内科、胃腸科、小児科 長生八積医院 299-4332 長生郡長生村金田2583

長生 吉村　和泰 外科 医療法人SHIODA　塩田記念病院 297-0203 長生郡長柄町国府里５５０－１

長生 大橋　潤一 循環器内科 医療法人ＳＨＩＯＤＡ塩田記念病院 297-0203 長生郡長柄町国府里550-1

長生 中津　裕介 循環器内科 医療法人ＳＨＩＯＤＡ塩田記念病院 297-0203 長生郡長柄町国府里550-1

長生 塩田　匡宣 整形外科 医療法人ＳＨＩＯＤＡ塩田記念病院 297-0203 長生郡長柄町国府里550-1

長生 石井　薫 整形外科 医療法人ＳＨＩＯＤＡ塩田記念病院 297-0203 長生郡長柄町国府里550-1

長生 大木　隆正 内科 医療法人SHIODA　塩田記念病院 297-0203 長生郡長柄町国府里５５０－１

長生 青柳　傑 脳神経外科 医療法人ＳＨＩＯＤＡ塩田記念病院 297-0203 長生郡長柄町国府里550-1

長生 石和田  宰弘 脳神経外科 医療法人SHIODA　塩田記念病院 297-0203 長生郡長柄町国府里５５０-１

長生 遠藤　信夫 婦人科 医療法人ＳＨＩＯＤＡ塩田記念病院 297-0203 長生郡長柄町国府里550-1

長生 中村　京一 麻酔科 医療法人ＳＨＩＯＤＡ塩田記念病院 297-0203 長生郡長柄町国府里550-1

長生 齋藤　光徳 内科、胃腸科、リハビリテーション科 医療法人社団聖光会　聖光会病院 297-0216 長生郡長柄町立鳥７４５-１

長生 森　德郎 内科、アレルギー科、リウマチ科、皮膚科、呼吸器内科、消化器内科 大多和医院 299-4205 長生郡白子町南日当８５１

長生 若林　已代次 外科 医療法人社団東光会　茂原中央病院 297-0035 茂原市下永吉７９６

長生 木山　輝郎 外科 医療法人社団東光会　茂原中央病院 297-0035 茂原市下永吉７９６

長生 鈴木　恵史 外科 医療法人社団東光会　茂原中央病院 297-0035 茂原市下永吉７９６

長生 当間　忍 神経内科 茂原中央病院 297-0035 茂原市下永吉７９６

長生 伊藤　康二 整形外科 医療法人社団東光会　茂原中央病院 297-0035 茂原市下永吉796

長生 松橋　亘 内科 茂原中央病院 297-0035 茂原市下永吉796

長生 林　祥一 内科 茂原中央病院 297-0035 茂原市下永吉796

長生 佐久間　洋一 内科、外科 医療法人社団東光会　茂原中央病院 297-0035 茂原市下永吉７９６番地

長生 長堂　博 内科、心療内科、精神科 医療法人社団優仁会　ポプラクリニック 297-0029 茂原市高師１０１７

長生 鈴木　秋彦 内科、精神科 医療法人社団優仁会　ポプラクリニック 297-0029 茂原市高師１０１７

長生 粒良　幸正 内科 粒良医院 297-0029 茂原市高師１９９－５

長生 飯田　眞司 内科 君塚病院 297-0029 茂原市高師2-8

長生 宍倉　朋胤 外科 社会医療法人社団正朋会　宍倉病院 297-0029 茂原市高師６８７

長生 宍倉　めぐみ 皮膚科 宍倉病院 297-0029 茂原市高師６８７

長生 今井　大介 眼科 医療法人社団大征会今井眼科医院 297-0029 茂原市高師810

長生 伊藤　光人 精神科 鈴木神経科病院 297-0029 茂原市高師８２

長生 中島　創一郎 精神科 鈴木神経科病院 297-0029 茂原市高師８２

長生 伊藤　泰明 眼科 伊藤医院 297-0029 茂原市高師８８４

長生 和田　勝則 内科 医療法人二和会わだ内科クリニック 297-0078 茂原市高師台2-6-17

長生 菅原　黎明 整形外科 菅原病院 297-0021 茂原市高師町2-2-1

長生 田永　恒美 内科 菅原病院 297-0021 茂原市高師町2-2-1



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

令和４年１１月現在　難病指定医一覧

長生 矢原　三十美 耳鼻いんこう科 矢原耳鼻咽喉科医院 297-0021 茂原市高師町２－７－２

長生 千葉　晃大 眼科 永吉の眼科 297-0036 茂原市上永吉７３２

長生 千葉　彌幸 眼科 永吉の眼科 297-0036 茂原市上永吉７３２

長生 持田　耕己 皮膚科 医療法人社団名耕会　もばら皮膚科 297-0023 茂原市千代田町１－９－１

長生 牧野　治文 外科 医療法人社団牧野会　牧野医院 297-0023 茂原市千代田町２-１-１

長生 牧野　耕治 内科 牧野医院 297-0023 茂原市千代田町2-1-1

長生 渡邉　隆 内科 前田記念腎研究所　茂原クリニック 297-0033 茂原市大芝１１４－１

長生 北島　悟 内科、脳神経外科 きたじまクリニック 297-0033 茂原市大芝３－６－５

長生 渡邊　喜彦 腎臓高血圧内科 むなかたクリニック 297-0033 茂原市大芝５９９－１

長生 宗像　昭夫 泌尿器科 むなかたクリニック 297-0033 茂原市大芝５９９－１

長生 植木　哲雄 泌尿器科 むなかたクリニック 297-0033 茂原市大芝５９９－１

長生 金坂　明美 内科、神経内科、小児科 金坂医院 297-0057 茂原市中善寺468

長生 武田　從信 内科 医療法人社団上総会　山之内病院 297-0022 茂原市町保３

長生 日野　眞一 内科、消化器科 医療法人社団上総会　山之内病院 297-0022 茂原市町保３

長生 井上　紳江 小児科 医療法人社団上総会　山之内病院 297-0022 茂原市町保三番地

長生 隆　元英 消化器内科 医療法人社団上総会　山之内病院 297-0022 茂原市町保三番地

長生 武田　將伸 内科 医療法人社団上総会　山之内病院 297-0022 茂原市町保三番地

長生 渡辺　公博 内科 渡辺医院 297-0073 茂原市長尾２５９２

長生 中村　俊太 消化器内科 清水三郎医院 297-0017 茂原市東郷１６９１

長生 田丸　清恵 内科、小児科 志鎌医院 297-0024 茂原市八千代1-1-1

長生 鵜澤　泰広 内科、糖尿病内科 医療法人社団橘会　鵜澤医院 299-4114 茂原市本納１９０９番地

長生 阿部　恭久 外科 公立長生病院 299-4114 茂原市本納2777

長生 水内　喬 外科 公立長生病院 299-4192 茂原市本納２７７７

長生 水鳥川　俊夫 眼科 公立長生病院 299-4114 茂原市本納２７７７

長生 茂田　今日子 眼科 公立長生病院 299-4114 茂原市本納2777

長生 吉岡　克己 耳鼻いんこう科 公立長生病院 299-4192 茂原市本納２７７７

長生 富山　充 小児科 公立長生病院 299-4114 茂原市本納2777

長生 野中　俊秀 小児科 公立長生病院 299-4114 茂原市本納2777

長生 丸田　哲郎 整形外科 公立長生病院 299-4114 茂原市本納2777

長生 小笠原　明 整形外科 公立長生病院 299-4114 茂原市本納2777

長生 小野　豊 整形外科 公立長生病院 299-4114 茂原市本納2777

長生 河野　誠 内科 公立長生病院 299-4114 茂原市本納2777

長生 桐谷　好直 内科 公立長生病院 299-4114 茂原市本納2777

長生 室屋　洋平 内科 公立長生病院 299-4192 茂原市本納２７７７

長生 小川　陽子 内科 公立長生病院 299-4192 茂原市本納２７７７

長生 大久保　健二 内科 公立長生病院 299-4192 茂原市本納２７７７

長生 野本　和宏 脳神経外科 公立長生病院 299-4114 茂原市本納2777

長生 佐々木　哲郎 泌尿器科 公立長生病院 299-4114 茂原市本納2777

長生 佐藤　直也 泌尿器科 公立長生病院 299-4114 茂原市本納２７７７

長生 河原　和俊 皮膚科 公立長生病院 299-4114 茂原市本納2777

長生 鈴木　博也 内科 医療法人社団あすなろ会　鈴木医院 297-0026 茂原市茂原１４３

長生 前田　路子 眼科 医療法人社団　前田会　前田内科・眼科 297-0016 茂原市木崎３２１－５

長生 前田　日利 内科、消化器科、小児科 前田内科　眼科 297-0016 茂原市木崎３２１－５

長生 宮本　昭彦 内科、アレルギー科、リウマチ科、小児科、皮膚科、消化器内科、胃腸内科、肛門内科 医療法人社団徳志会　宮本内科医院 297-0065 茂原市緑ケ丘４－３－３

長生 阿部　一広 整形外科 医療法人社団淳英会　おゆみの中央病院茂原クリニック 297-0012 茂原市六ツ野１８３４番地１

長生 山縣　正庸 整形外科 医療法人社団淳英会　おゆみの中央病院茂原クリニック 297-0012 茂原市六ツ野１８３４番地１

夷隅 堀江　枢 整形外科 いすみ医療センター 298-0123 いすみ市苅谷１１７７

夷隅 佐野　英樹 内科 いすみ医療センター 298-0123 いすみ市苅谷１１７７

夷隅 柴田　貴久 内科 いすみ医療センター 298-0123 いすみ市苅谷１１７７

夷隅 川野　英一郎 内科 いすみ医療センター 298-0123 いすみ市苅谷１１７７

夷隅 伴　俊明 内科 いすみ医療センター 298-0123 いすみ市苅谷１１７７

夷隅 塚本　利朗 皮膚科 いすみ医療センター 298-0123 いすみ市苅谷１１７７

夷隅 三神　昌樹 内科、消化器内科、内視鏡内科、肝臓内科 医療法人社団　斎藤医院 298-0012 いすみ市小沢２５３２

夷隅 坂中　進 眼科 大原眼科クリニック 298-0003 いすみ市深堀１６０４-７

夷隅 土屋　博 内科 土屋外科内科医院 298-0004 いすみ市大原７５５２

夷隅 中村　雄三 内科、外科、脳外科・脳神経内科 医療法人社団大原会　大原医院 298-0004 いすみ市大原８７７３

夷隅 土居　暢庸 内科、小児科、外科、脳神経外科 医療法人社団ジュノー会　大原台クリニック 298-0014 いすみ市大原台４２４－４

夷隅 長谷川　政二 内科、神経内科、小児科、リハビリテーション科 ひあり内科医院 298-0002 いすみ市日在１９４７-１０

夷隅 谷川　克己 内科 岬病院 299-4504 いすみ市岬町桑田２５３１

夷隅 田中　方士 内科、泌尿器科 医療法人社団寿光会　岬病院 299-4504 いすみ市岬町桑田２５３１

夷隅 田口　和宏 整形外科 御宿田口整形外科クリニック 299-5103 夷隅郡御宿町新町２９３-１

夷隅 田口　明子 内科、リウマチ科 御宿田口整形外科クリニック 299-5103 夷隅郡御宿町新町２９３-１

夷隅 朝岡　俊泰 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

夷隅 鶴岡　義明 精神科 大多喜病院 298-0223 夷隅郡大多喜町上原７８６

夷隅 大下　正晃 内科、外科、小児外科 医療法人川崎病院 298-0207 夷隅郡大多喜町泉水６７４

夷隅 小髙　達朗 内科、呼吸器科、消化器科、循環器科、外科 医療法人　餘慶会　小髙外科内科 298-0216 夷隅郡大多喜町大多喜６２

夷隅 川上　新仁郎 内科、消化器科、外科 川上医院 299-5245 勝浦市興津１４７

夷隅 塩田　吉宣 外科 塩田病院 299-5235 勝浦市出水１２２１

夷隅 遠藤　敬子 眼科 医療法人SHIODA　塩田病院 299-5235 勝浦市出水１２２１

夷隅 野村　浩一 神経内科 塩田病院 299-5235 勝浦市出水１２２１
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夷隅 三池　聡 内科 塩田病院 299-5235 勝浦市出水１２２１

夷隅 稲田　邦匡 リウマチ科、整形外科、リハビリテーション科 勝浦整形外科クリニック 299-5225 勝浦市墨名４８５－２５２

夷隅 有馬　三郎 リウマチ科、整形外科、リハビリテーション科 勝浦整形外科クリニック 299-5225 勝浦市墨名４８５－２５２

夷隅 越後貫　聖 内科 越後貫医院 299-5225 勝浦市墨名６７２

夷隅 川俣　達男 眼科 勝浦眼科医院 299-5225 勝浦市墨名８１５

安房 澤　晶子 内科、アレルギー科、小児科 勝山クリニック 299-2117 安房郡鋸南町勝山３１９

安房 山田　茂 内科、神経内科 鋸南やまだ内科 299-1902 安房郡鋸南町保田２８－１

安房 金親　正敏 内科 鋸南町国民健康保険鋸南病院 299-1902 安房郡鋸南町保田３５９

安房 後藤　茂正 内科 鋸南町国民健康保険鋸南病院 299-1902 安房郡鋸南町保田３５９

安房 山本　大夢 内科 鋸南町国民健康保険鋸南病院 299-1902 安房郡鋸南町保田３５９

安房 川邉　昭仁 整形外科、リハビリテーション科 川邉整形外科クリニック 296-0001 鴨川市横渚２６７－１

安房 伊藤　孝子 外科 医療法人社団恒仁会　伊藤胃腸科クリニック 296-0001 鴨川市横渚６９７

安房 小川　浩平 内科 医療法人三柴会　小田病院 296-0001 鴨川市横渚８８０

安房 小田　常人 内科 小田病院 296-0001 鴨川市横渚８８０

安房 前川　悟志 小児科 前川小児科クリニック 296-0004 鴨川市貝渚１３６－１

安房 近藤　敦 新生児科 医療法人社団　前川小児科クリニック 296-0004 鴨川市貝渚１３６－１

安房 小𣘺　孝介 小児科 鴨川市立国保病院 296-0112 鴨川市宮山２３３

安房 林　宗寛 整形外科 鴨川市立国保病院 296-0112 鴨川市宮山２３３

安房 関　洋史 内科、小児科 鴨川市立国保病院 296-0112 鴨川市宮山２３３

安房 真木　寿之 内科、神経内科 真木クリニック 299-2841 鴨川市西江見１３１－１

安房 吉田　太郎 内科 医療法人社団宏和会　嶺岡クリニック 299-2862 鴨川市太海６３０－１

安房 山内　泰洋 内科、リハビリ科 エビハラ病院 299-2862 鴨川市太海６３０－１０

安房 小川　忠平 内科、皮膚科、リハビリ科 医療法人社団宏和会　エビハラ病院 299-2862 鴨川市太海６３０－１０

安房 水野　重芳 内科、皮膚科、リハビリ科 医療法人社団宏和会　エビハラ病院 299-2862 鴨川市太海６３０－１０

安房 山本　昌範 リハビリテーション科 亀田クリニック 296-0041 鴨川市東町１３４４

安房 大川　薫 在宅医療科 医療法人鉄蕉会　亀田クリニック 296-0041 鴨川市東町１３４４

安房 藤島　正雄 在宅医療科 医療法人鉄蕉会　亀田クリニック 296-0041 鴨川市東町１３４４

安房 小川　理 糖尿病内分泌内科 医療法人鉄蕉会　亀田クリニック 296-0041 鴨川市東町１３４４

安房 三戸部　扶美 脳神経内科 医療法人鉄蕉会　亀田クリニック 296-0041 鴨川市東町１３４４

安房 柴山　秀博 脳神経内科 医療法人鉄蕉会　亀田クリニック 296-0041 鴨川市東町１３４４

安房 福武　敏夫 脳神経内科 医療法人鉄蕉会　亀田クリニック 296-0041 鴨川市東町１３４４

安房 葉末　亮 リウマチ・膠原病・アレルギー内科 医療法人鉄蕉会　亀田総合病院 296-8602 鴨川市東町９２９

安房 六反田　諒 リウマチ・膠原病・アレルギー内科 医療法人鉄蕉会　亀田総合病院 296-8602 鴨川市東町９２９

安房 永田　智子 リハビリテーション科 医療法人鉄蕉会　亀田総合病院 296-8602 鴨川市東町９２９

安房 宮越　浩一 リハビリテーション科 医療法人鉄蕉会　亀田総合病院 296-8602 鴨川市東町９２９

安房 佐藤　謙 リハビリテーション科 医療法人鉄蕉会　亀田総合病院 296-8602 鴨川市東町９２９

安房 小山　照幸 リハビリテーション科 医療法人鉄蕉会　亀田総合病院 296-8602 鴨川市東町９２９

安房 堀江　大介 眼科 医療法人鉄蕉会　亀田総合病院 296-8602 鴨川市東町９２９

安房 堀田　一樹 眼科 医療法人鉄蕉会　亀田総合病院 296-8602 鴨川市東町９２９

安房 大橋　正樹 救命救急科 医療法人鉄蕉会　亀田総合病院 296-8602 鴨川市東町９２９

安房 鈴木　信哉 救命救急科 医療法人鉄蕉会　亀田総合病院 296-8602 鴨川市東町９２９

安房 田邉　裕美 形成外科 医療法人鉄蕉会　亀田総合病院 296-8602 鴨川市東町９２９

安房 美原　留奈 形成外科 医療法人　鉄蕉会　亀田総合病院 296-8602 鴨川市東町９２９

安房 成田　健太郎 血液・腫瘍内科 医療法人鉄蕉会　亀田総合病院 296-8602 鴨川市東町９２９

安房 竹内　正美 血液・腫瘍内科 医療法人鉄蕉会　亀田総合病院 296-8602 鴨川市東町９２９

安房 末永　孝生 血液・腫瘍内科 医療法人鉄蕉会　亀田総合病院 296-8602 鴨川市東町９２９

安房 村木　洋介 健康管理科 医療法人鉄蕉会　亀田総合病院 296-8602 鴨川市東町９２９

安房 杉村　裕志 呼吸器外科 医療法人　鉄蕉会　亀田総合病院 296-8602 鴨川市東町９２９

安房 伊藤　博之 呼吸器内科 医療法人鉄蕉会　亀田総合病院 296-8602 鴨川市東町９２９

安房 吉見　倫典 呼吸器内科 医療法人鉄蕉会　亀田総合病院 296-8602 鴨川市東町９２９

安房 大槻　歩 呼吸器内科 医療法人鉄蕉会　亀田総合病院 296-8602 鴨川市東町９２９

安房 中島　啓 呼吸器内科 医療法人鉄蕉会　亀田総合病院 296-8602 鴨川市東町９２９

安房 古澤　嘉明 産婦人科 医療法人鉄蕉会　亀田総合病院 296-8602 鴨川市東町９２９

安房 笹澤　智聡 産婦人科 医療法人鉄蕉会　亀田総合病院 296-8602 鴨川市東町９２９

安房 三谷　尚弘 産婦人科 医療法人鉄蕉会　亀田総合病院 296-8602 鴨川市東町９２９

安房 松浦　拓人 産婦人科 医療法人鉄蕉会　亀田総合病院 296-8602 鴨川市東町９２９

安房 森　向日留 産婦人科 医療法人　鉄蕉会　亀田総合病院 296-8602 鴨川市東町９２９

安房 大塚　伊佐夫 産婦人科 医療法人鉄蕉会　亀田総合病院 296-8602 鴨川市東町９２９

安房 沢田　勇吾 産婦人科 医療法人鉄蕉会　亀田総合病院 296-8602 鴨川市東町９２９

安房 門岡　みずほ 産婦人科 医療法人鉄蕉会　亀田総合病院 296-8602 鴨川市東町９２９

安房 林　篤正 産婦人科 医療法人鉄蕉会　亀田総合病院 296-8602 鴨川市東町９２９

安房 野村　昌良 産婦人科（ウロギネ科） 医療法人鉄蕉会　亀田総合病院 296-8602 鴨川市東町９２９

安房 明石　健 耳鼻いんこう科 医療法人鉄蕉会　亀田総合病院 296-8602 鴨川市東町９２９

安房 岸本　誠司 耳鼻いんこう科、頭頸部外科 医療法人鉄蕉会　亀田総合病院 296-8602 鴨川市東町９２９

安房 小河　晃士 腫瘍外科 医療法人鉄蕉会　亀田総合病院 296-8602 鴨川市東町９２９

安房 矢嶋　淳 腫瘍外科 医療法人鉄蕉会　亀田総合病院 296-8602 鴨川市東町９２９

安房 大山　優 腫瘍内科 医療法人鉄蕉会　亀田総合病院 296-0044 鴨川市東町９２９

安房 岩塚　良太 循環器内科 医療法人鉄蕉会　亀田総合病院 296-8602 鴨川市東町９２９

安房 橋本　裕二 循環器内科 医療法人鉄蕉会　亀田総合病院 296-8602 鴨川市東町９２９

安房 山下　周 循環器内科 医療法人鉄蕉会　亀田総合病院 296-8602 鴨川市東町９２９
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安房 松村　昭彦 循環器内科 医療法人鉄蕉会　亀田総合病院 296-8602 鴨川市東町９２９

安房 植島　大輔 循環器内科 医療法人鉄蕉会　亀田総合病院 296-8602 鴨川市東町９２９

安房 水上　暁 循環器内科 医療法人鉄蕉会　亀田総合病院 296-8602 鴨川市東町９２９

安房 伊東　宏明 小児科 医療法人　鉄蕉会　亀田総合病院 296-8602 鴨川市東町９２９

安房 河村　誠次 小児科 医療法人鉄蕉会　亀田総合病院 296-8602 鴨川市東町９２９

安房 戸田　壮一郎 小児科 医療法人鉄蕉会　亀田総合病院 296-8602 鴨川市東町９２９

安房 上原　貴博 小児科 医療法人鉄蕉会　亀田総合病院 296-8602 鴨川市東町９２９

安房 湯浅　正太 小児科 医療法人　鉄蕉会　亀田総合病院 296-8602 鴨川市東町９２９

安房 松田　諭 小児外科、消化器外科 医療法人鉄蕉会　亀田総合病院 296-8602 鴨川市東町９２９

安房 角田　明良 消化器外科 医療法人鉄蕉会　亀田総合病院 296-8602 鴨川市東町９２９

安房 宮崎　彰成 消化器外科 医療法人鉄蕉会　亀田総合病院 296-8602 鴨川市東町９２９

安房 草薙　洋 消化器外科 医療法人鉄蕉会　亀田総合病院 296-8602 鴨川市東町９２９

安房 中木　正文 消化器外科 医療法人鉄蕉会　亀田総合病院 296-8602 鴨川市東町９２９

安房 本城　弘貴 消化器外科 医療法人鉄蕉会　亀田総合病院 296-8602 鴨川市東町９２９

安房 林　賢 消化器外科 医療法人鉄蕉会　亀田総合病院 296-8602 鴨川市東町９２９

安房 井上　薪 消化器内科 医療法人鉄蕉会　亀田総合病院 296-8602 鴨川市東町９２９

安房 吉岡　航 消化器内科 医療法人鉄蕉会　亀田総合病院 296-8602 鴨川市東町９２９

安房 吉村　茂修 消化器内科 医療法人鉄蕉会　亀田総合病院 296-8602 鴨川市東町９２９

安房 原澤　尚登 消化器内科 医療法人鉄蕉会　亀田総合病院 296-8602 鴨川市東町９２９

安房 川滿　菜津貴 消化器内科 医療法人鉄蕉会　亀田総合病院 296-8602 鴨川市東町９２９

安房 中路　聡 消化器内科 医療法人　鉄蕉会　亀田総合病院 296-8602 鴨川市東町９２９

安房 仲地　健一郎 消化器内科 医療法人鉄蕉会　亀田総合病院 296-8602 鴨川市東町９２９

安房 南雲　大暢 消化器内科 医療法人鉄蕉会　亀田総合病院 296-8602 鴨川市東町９２９

安房 白鳥　俊康 消化器内科 医療法人　鉄蕉会　亀田総合病院 296-8602 鴨川市東町９２９

安房 平田　信人 消化器内科 医療法人鉄蕉会　亀田総合病院 296-8602 鴨川市東町９２９

安房 加藤　雄治 心臓血管外科 医療法人鉄蕉会　亀田総合病院 296-0041 鴨川市東町９２９

安房 川井田　大樹 心臓血管外科 医療法人鉄蕉会　亀田総合病院 296-8602 鴨川市東町９２９

安房 田邉　大明 心臓血管外科 医療法人　鉄蕉会　亀田総合病院 296-8602 鴨川市東町９２９

安房 佐藤　弘之 新生児科 医療法人　鉄蕉会　亀田総合病院 296-8602 鴨川市東町９２９

安房 水谷　佳世 新生児科 医療法人　鉄蕉会　亀田総合病院 296-8602 鴨川市東町９２９

安房 櫻井　基一郎 新生児科 医療法人鉄蕉会　亀田総合病院 296-8602 鴨川市東町９２９

安房 櫻井　裕子 新生児科 医療法人鉄蕉会　亀田総合病院 296-8602 鴨川市東町９２９

安房 竹内　亮子 神経内科 医療法人鉄蕉会　亀田総合病院 296-8602 鴨川市東町９２９

安房 小原　まみ子 腎臓高血圧内科 医療法人鉄蕉会　亀田総合病院 296-8602 鴨川市東町９２９

安房 松波　昌寿 腎臓高血圧内科 医療法人鉄蕉会　亀田総合病院 296-8602 鴨川市東町９２９

安房 福田　純子 腎臓高血圧内科 医療法人鉄蕉会　亀田総合病院 296-8602 鴨川市東町９２９

安房 鈴木　智 腎臓高血圧内科 医療法人鉄蕉会　亀田総合病院 296-8602 鴨川市東町９２９

安房 下地　尚 整形外科 医療法人鉄蕉会　亀田総合病院 296-0041 鴨川市東町９２９

安房 亀岡　尊史 整形外科 医療法人鉄蕉会　亀田総合病院 296-8602 鴨川市東町９２９

安房 久能　隼人 整形外科 医療法人　鉄蕉会　亀田総合病院 296-8602 鴨川市東町９２９

安房 久保　宏介 整形外科 医療法人鉄蕉会　亀田総合病院 296-8602 鴨川市東町９２９

安房 金山　修一 整形外科 医療法人鉄蕉会　亀田総合病院 296-8602 鴨川市東町９２９

安房 金森　康夫 整形外科 医療法人　鉄蕉会　亀田総合病院 296-8602 鴨川市東町９２９

安房 江黒　日出男 整形外科 医療法人鉄蕉会　亀田総合病院 296-8602 鴨川市東町９２９

安房 黒田　浩司 整形外科 医療法人鉄蕉会　亀田総合病院 296-8602 鴨川市東町９２９

安房 佐々木　真一 整形外科 医療法人鉄蕉会　亀田総合病院 296-8602 鴨川市東町９２９

安房 早乙女　進一 整形外科 医療法人鉄蕉会　亀田総合病院 296-0041 鴨川市東町９２９

安房 仲里　和幸 整形外科 医療法人鉄蕉会　亀田総合病院 296-8602 鴨川市東町９２９

安房 徳毛　朗人 整形外科 医療法人鉄蕉会　亀田総合病院 296-8602 鴨川市東町９２９

安房 川井　清考 生殖医療科 医療法人　鉄蕉会　亀田総合病院 296-8602 鴨川市東町９２９

安房 大内　久美 生殖医療科 医療法人鉄蕉会　亀田総合病院 296-8602 鴨川市東町９２９

安房 辰巳　嵩征 生殖医療科 医療法人鉄蕉会　亀田総合病院 296-8602 鴨川市東町９２９

安房 橘　滋國 脊椎脊髄外科 医療法人鉄蕉会　亀田総合病院 296-8602 鴨川市東町９２９

安房 久保田　基夫 脊椎脊髄外科 医療法人　鉄蕉会　亀田総合病院 296-8602 鴨川市東町９２９

安房 橋本　亮 脊椎脊髄外科 医療法人鉄蕉会　亀田総合病院 296-8602 鴨川市東町９２９

安房 三浦　勇 脊椎脊髄外科 医療法人鉄蕉会　亀田総合病院 296-8602 鴨川市東町９２９

安房 小原　亘太郎 脊椎脊髄外科 医療法人鉄蕉会　亀田総合病院 296-8602 鴨川市東町９２９

安房 譲原　雅人 脊椎脊髄外科 医療法人鉄蕉会　亀田総合病院 296-8602 鴨川市東町９２９

安房 前川　達哉 脊椎脊髄外科 医療法人鉄蕉会　亀田総合病院 296-8602 鴨川市東町９２９

安房 中村　聡 脊椎脊髄外科 医療法人鉄蕉会　亀田総合病院 296-8602 鴨川市東町９２９

安房 佐藤　暁幸 総合内科 医療法人　鉄蕉会　亀田総合病院 296-8602 鴨川市東町９２９

安房 八重樫　牧人 総合内科 医療法人鉄蕉会　亀田総合病院 296-8602 鴨川市東町９２９

安房 三浦　正樹 糖尿病内分泌内科 医療法人鉄蕉会　亀田総合病院 296-8602 鴨川市東町９２９

安房 常見　亜佐子 糖尿病内分泌内科 医療法人鉄蕉会　亀田総合病院 296-8602 鴨川市東町９２９

安房 中武　伸元 糖尿病内分泌内科 医療法人鉄蕉会　亀田総合病院 296-8602 鴨川市東町９２９

安房 桝澤　政広 糖尿病内分泌内科 医療法人鉄蕉会　亀田総合病院 296-8602 鴨川市東町９２９

安房 坂田　義則 脳神経外科 医療法人鉄蕉会　亀田総合病院 296-8602 鴨川市東町９２９

安房 田中　美千裕 脳神経外科 医療法人鉄蕉会　亀田総合病院 296-8602 鴨川市東町９２９

安房 渡邉　信之 脳神経外科 医療法人鉄蕉会　亀田総合病院 296-8602 鴨川市東町９２９

安房 波出石　弘 脳神経外科 医療法人鉄蕉会　亀田総合病院 296-8602 鴨川市東町９２９
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安房 門岡　慶介 脳神経外科 医療法人鉄蕉会　亀田総合病院 296-8602 鴨川市東町９２９

安房 光武　尚史 脳神経外科・脳血管内治療科 医療法人鉄蕉会　亀田総合病院 296-8602 鴨川市東町９２９

安房 安藤　哲朗 脳神経内科 医療法人鉄蕉会　亀田総合病院 296-8602 鴨川市東町９２９

安房 佐藤　進 脳神経内科 医療法人鉄蕉会　亀田総合病院 296-8602 鴨川市東町９２９

安房 大熊　秀彦 脳神経内科 医療法人鉄蕉会　亀田総合病院 296-8602 鴨川市東町９２９

安房 田島　和江 脳神経内科 医療法人鉄蕉会　亀田総合病院 296-8602 鴨川市東町９２９

安房 難波　雄亮 脳神経内科 医療法人鉄蕉会　亀田総合病院 296-8602 鴨川市東町９２９

安房 林　史恵 脳神経内科 医療法人鉄蕉会　亀田総合病院 296-8602 鴨川市東町９２９

安房 安倍　弘和 泌尿器科 医療法人鉄蕉会　亀田総合病院 296-8602 鴨川市東町９２９

安房 越智　敦彦 泌尿器科 医療法人鉄蕉会　亀田総合病院 296-8602 鴨川市東町９２９

安房 久慈　弘士 泌尿器科 医療法人鉄蕉会　亀田総合病院 296-0041 鴨川市東町９２９

安房 高橋　和宏 泌尿器科 医療法人鉄蕉会　亀田総合病院 296-8602 鴨川市東町９２９

安房 志賀　直樹 泌尿器科 医療法人鉄蕉会　亀田総合病院 296-8602 鴨川市東町９２９

安房 西川　里佳 泌尿器科 医療法人鉄蕉会　亀田総合病院 296-8602 鴨川市東町９２９

安房 鈴木　康一郎 泌尿器科 医療法人鉄蕉会　亀田総合病院 296-8602 鴨川市東町９２９

安房 田中　厚 皮膚科 医療法人鉄蕉会　亀田総合病院 296-8602 鴨川市東町９２９

安房 関根　龍一 疼痛・緩和ケア科 医療法人鉄蕉会　亀田総合病院 296-8602 鴨川市東町９２９

安房 井合　茂夫 リハビリテーション科 亀田リハビリテーション病院 296-0041 鴨川市東町９７５-２

安房 高幣　民雄 リウマチ科、整形外科、リハビリテーション科 たてやま整形外科クリニック 294-0043 館山市安布里２２９

安房 鈴木　丹 内科、胃腸科、外科、こう門科 九重鈴木医院 294-0006 館山市薗１６８－１

安房 中下　珠緒 リウマチ・膠原病・アレルギー内科 社会福祉法人太陽会　安房地域医療センター 294-0014 館山市山本１１５５

安房 本島　新司 リウマチ・膠原病・アレルギー内科 社会福祉法人太陽会　安房地域医療センター 294-0014 館山市山本１１５５

安房 水谷　正彦 外科 社会福祉法人太陽会　安房地域医療センター 294-0014 館山市山本１１５５

安房 藤江　聡 救急科 社会福祉法人　太陽会　安房地域医療センター 294-0014 館山市山本１１５５

安房 内海　啓子 呼吸器内科 社会福祉法人太陽会　安房地域医療センター 294-0014 館山市山本１１５５

安房 清水　幸子 産婦人科 社会福祉法人太陽会　安房地域医療センター 294-0014 館山市山本１１５５

安房 田邉　昌人 循環器科 社会福祉法人太陽会　安房地域医療センター 294-0014 館山市山本１１５５

安房 市河　茂樹 小児科 社会福祉法人　太陽会　安房地域医療センター 294-0014 館山市山本１１５５

安房 相田　雅司 小児科、総合診療科 社会福祉法人太陽会　安房地域医療センター 294-0014 館山市山本１１５５

安房 木村　武司 小児科、総合診療科 社会福祉法人太陽会　安房地域医療センター 294-0014 館山市山本１１５５

安房 妹尾　孝浩 消化器内科 社会福祉法人太陽会　安房地域医療センター 294-0014 館山市山本１１５５

安房 能重　歩 神経内科 社会福祉法人太陽会　安房地域医療センター 294-0014 館山市山本１１５５

安房 平田　秀爾 神経内科 社会福祉法人太陽会　安房地域医療センター 294-0014 館山市山本１１５５

安房 福内　正義 整形外科 社会福祉法人太陽会　安房地域医療センター 294-0014 館山市山本１１５５

安房 西野　洋 総合診療科 社会福祉法人太陽会　安房地域医療センター 294-0014 館山市山本１１５５

安房 曾木　美佐 総合診療科/感染症科 社会福祉法人太陽会　安房地域医療センター 294-0014 館山市山本１１５５

安房 鈴木　学 糖尿病内分泌内科 社会福祉法人太陽会　安房地域医療センター 294-0014 館山市山本１１５５

安房 中嶋　秀樹 脳神経内科 社会福祉法人　太陽会　安房地域医療センター 294-0014 館山市山本１１５５

安房 片多　史明 脳神経内科 社会福祉法人太陽会　安房地域医療センター 294-0014 館山市山本１１５５

安房 藏本　陽子 皮膚科 社会福祉法人太陽会　安房地域医療センター 294-0014 館山市山本１１５５

安房 宮川　慶 整形外科 医療法人社団慶勝会　赤門整形外科内科 294-0034 館山市沼１６１９

安房 田中　耕一 整形外科 赤門整形外科内科 294-0034 館山市沼１６１９

安房 相　正人 消化器科 あいクリニック 294-0038 館山市上真倉３４４－１

安房 年森　慎一 家庭医診療科 医療法人鉄蕉会　亀田ファミリークリニック館山 294-0051 館山市正木４３０４－９

安房 鵜飼　万実子 内科、小児科、皮膚科、産婦人科、リハビリテーション科 医療法人鉄蕉会　亀田ファミリークリニック館山 294-0051 館山市正木４３０４－９

安房 岡田　唯男 内科、小児科、皮膚科、産婦人科、リハビリテーション科 亀田ファミリークリニック館山 294-0051 館山市正木４３０４－９

安房 河田　祥吾 内科、小児科、皮膚科、産婦人科、リハビリテーション科 医療法人鉄蕉会　亀田ファミリークリニック館山 294-0051 館山市正木４３０４－９

安房 岩間　秀幸 内科、小児科、皮膚科、産婦人科、リハビリテーション科 亀田ファミリークリニック館山 294-0051 館山市正木４３０４－９

安房 吉澤　瑛子 内科、小児科、皮膚科、産婦人科、リハビリテーション科 亀田ファミリークリニック館山 294-0051 館山市正木４３０４－９

安房 金久保　祐介 内科、小児科、皮膚科、産婦人科、リハビリテーション科 医療法人鉄蕉会　亀田ファミリークリニック館山 294-0051 館山市正木４３０４－９

安房 高島　大樹 内科、小児科、皮膚科、産婦人科、リハビリテーション科 医療法人鉄蕉会　亀田ファミリークリニック館山 294-0051 館山市正木４３０４－９

安房 山田　啓文 内科、小児科、皮膚科、産婦人科、リハビリテーション科 医療法人鉄蕉会　亀田ファミリークリニック館山 294-0051 館山市正木４３０４－９

安房 進藤　達哉 内科、小児科、皮膚科、産婦人科、リハビリテーション科 医療法人鉄蕉会　亀田ファミリークリニック館山 294-0051 館山市正木４３０４－９

安房 田島　明野 内科、小児科、皮膚科、産婦人科、リハビリテーション科 医療法人鉄蕉会　亀田ファミリークリニック館山 294-0051 館山市正木４３０４－９

安房 濱井　彩乃 内科、小児科、皮膚科、産婦人科、リハビリテーション科 医療法人鉄蕉会　亀田ファミリークリニック館山 294-0051 館山市正木4304番地９

安房 天野　晋 内科（消化器、肝臓・胆のう・膵臓、内視鏡） 天野クリニック 294-0051 館山市正木７９５－１

安房 平野　晴夫 眼科 医療法人社団晴心会　平野眼科 294-0056 館山市船形４４３

安房 小林　清 整形外科 医療法人社団寿会　小林病院 294-0056 館山市船形９０９

安房 小林　剛 内科、消化器内科 医療法人社団寿会　小林病院 294-0056 館山市船形９０９番地

安房 原　徹 内科、泌尿器科 原クリニック 294-0037 館山市長須賀５１５

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 小林　直樹 耳鼻いんこう科 耳鼻咽喉科白幡医院 294-0045 館山市北条１７０８-５

安房 中島　桂子 内科、婦人科 貴家医院 294-0045 館山市北条１７７８

安房 詫摩　博史 整形外科 太田整形外科医院 294-0045 館山市北条１８６６

安房 渡辺　啓治 心療内科、精神神経科 館山メンタルクリニック 294-0045 館山市北条２１８１－３平嶋ビル１Ｆ

安房 佐伯　雅基 眼科 佐伯医院 294-0045 館山市北条２３０８－７

安房 佐伯　美奈子 眼科 佐伯医院 294-0045 館山市北条２３０８－７

安房 渋谷　益宏 内科、循環器科、外科 たてやま循環器内科外科 294-0045 館山市北条２４１６－３０

安房 富永　眞知子 眼科 和田眼科医院 294-0045 館山市北条２５７８－２７

安房 橋爪　裕明 内科 医療法人徳洲会　館山病院 294-0045 館山市北条字段所５２０－１
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安房 佐藤　猛 内科 医療法人徳洲会　館山病院 294-0045 館山市北条字段所５２０－１

安房 杉村　大作 内科 医療法人徳洲会　館山病院 294-0045 館山市北条字段所５２０－１

安房 竹内　信一 内科、泌尿器科 医療法人徳洲会　館山病院 294-0045 館山市北条字段所５２０－１

安房 青木　洋敏 内科、アレルギー科、小児科、呼吸器内科、糖尿病内科 青木内科クリニック 299-2522 南房総市安馬谷２０７１

安房 田中　かつら 内科、神経内科、老年内科 七浦診療所 295-0026 南房総市千倉町大川６３８

安房 伊藤　真美 内科 花の谷クリニック 295-0003 南房総市千倉町白子２４４６

安房 松永　真美子 内科 松永医院 295-0021 南房総市千倉町平舘７６４－１

安房 松永　平太 内科、小児科、リハビリテーション科 松永医院 295-0021 南房総市千倉町平舘７６４－１

安房 野﨑　益司 内科 野﨑医院 295-0011 南房総市千倉町北朝夷２３１９－１

安房 石井　義縁 内科、外科、リハビリテーション科 石井クリニック 299-2521 南房総市白子２１３１

安房 鈴木　季人 内科、小児科、リハビリテーション科 白浜中央医院 295-0102 南房総市白浜町白浜２８８７－１

安房 生方　英一 内科 生方内科クリニック 299-2403 南房総市富浦町原岡１３７－１

安房 原　太郎 内科、胃腸科、外科、内視鏡内科　消化器内科 医療法人社団水明会　原診療所 299-2403 南房総市富浦町原岡２２８－１

安房 岩井　優 内科 南房総市立富山国保病院 299-2204 南房総市平久里中１４１０－１

安房 鈴木　孝徳 内科 南房総市立富山国保病院 299-2204 南房総市平久里中１４１０－１

安房 長谷川　雅彦 精神科 医療法人光洋会　三芳病院 294-0822 南房総市本織４７

安房 中原　徳弥 内科 医療法人美篶会　中原病院 299-2703 南房総市和田町仁我浦19番地１

君津 岩崎　維和夫 小児科、外科 医療法人社団　重光会　君津山の手病院 299-1173 君津市外箕輪４－１－５

君津 川上　裕史 整形外科 医療法人社団重光会　君津山の手病院 299-1173 君津市外箕輪４－１－５

君津 川上　理華 内科、糖尿病内科 君津山の手病院 299-1173 君津市外箕輪４－１－５

君津 保住　寛 整形外科 医療法人社団君津あすなろ会　あすなろクリニック 299-1152 君津市久保１－２－２あすなろビル

君津 篠原　昌夫 内科 医療法人社団芙蓉会　千葉芙蓉病院 292-0503 君津市広岡２９７－１

君津 露﨑　淳一 内科 医療法人社団芙蓉会　千葉芙蓉病院 292-0503 君津市広岡２９７－１

君津 大﨑　慎一 外科 玄々堂じんクリニック 299-1142 君津市坂田１５９９

君津 鈴木　研也 外科 医療法人社団　周晴会　鈴木病院 299-1107 君津市上２３８

君津 曽川　慶同 消化器内科、内視鏡内科、肛門外科 医療法人社団　曽川会　そがわ医院 299-1117 君津市常代５－３－１５

君津 水島　秀勝 内科、小児科、外科、脳神経外科 医療法人社団　蓬菜会　水島外科内科クリニック 299-1144 君津市東坂田１－５－１０

君津 久保田　将 外科 玄々堂君津病院 299-1144 君津市東坂田４－７－２０

君津 工藤　真司 外科 医療法人新都市医療研究会「君津」会　玄々堂君津病院 299-1144 君津市東坂田４－７－２０

君津 池田　重雄 外科 玄々堂君津病院 299-1144 君津市東坂田４－７－２０

君津 長谷川　誠 外科 玄々堂君津病院 299-1144 君津市東坂田４－７－２０

君津 北岡　斎 外科 医療法人新都市医療研究会「君津」会　玄々堂君津病院 299-1144 君津市東坂田４－７－２０

君津 野口　昌幸 呼吸器内科 医療法人新都市医療研究会「君津」会　玄々堂君津病院 299-1144 君津市東坂田４－７－２０

君津 清水　夏繒 神経内科、リハビリテーション科 医療法人　新都市医療研究会「君津」会　玄々堂君津病院 299-1144 君津市東坂田４－７－２０

君津 助﨑　文雄 整形外科 医療法人新都市医療研究会「君津」会　玄々堂君津病院 299-1144 君津市東坂田４－７－２０

君津 荻野　良郎 内科 玄々堂君津病院 299-1144 君津市東坂田４－７－２０

君津 山川　桃子 内科 医療法人新都市医療研究会「君津」会　玄々堂君津病院 299-1144 君津市東坂田４－７－２０

君津 西山　成二 内科 玄々堂君津病院 299-1144 君津市東坂田４－７－２０

君津 矢島　健広 内科 医療法人新都市医療研究会「君津」会　玄々堂君津病院 299-1144 君津市東坂田４－７－２０

君津 永嶌　薫 泌尿器科 玄々堂君津病院 299-1144 君津市東坂田４－７－２０

君津 榎本　文世 整形外科 榎本医院 292-0531 君津市藤林２２６－１

君津 古山　誠 眼科 南子安眼科 299-1162 君津市南子安２－８－３０

君津 酒井　裕司 内科 酒井医院 299-1162 君津市南子安９－１８－８

君津 石渡　幸夫 眼科 さとう眼科 299-1164 君津市北久保２－２－５

君津 佐藤　栄寿 眼科 さとう眼科 299-1164 君津市北久保2丁目2番5号

君津 時田　貴史 泌尿器科 きみつ腎・泌尿器クリニック 299-1163 君津市杢師１－１４－１８

君津 田中　弘一 内科、呼吸器科、小児科 医療法人社団　弘淳会　田中医院 299-0257 袖ケ浦市神納２－１０－７

君津 渡邉　景太 整形外科 かんのう整形外科 299-0257 袖ケ浦市神納６８９－１

君津 徐　基源 内科、循環器内科 蔵波台ハートクリニック 299-0245 袖ケ浦市蔵波台５－１７－２

君津 小出　眞 内科、胃腸科、肛門科 医療法人社団　がうら会　こいで胃腸科内科 299-0245 袖ケ浦市蔵波台６－１－５

君津 吉田　範敏 内科、消化器内科 医療法人社団がうら会　よしだ胃腸内科クリニック 299-0245 袖ケ浦市蔵波台６－１－５

君津 山本　健介 内科、小児科、外科、皮膚科、消化器内科、循環器内科、呼吸器内科、泌尿器内科 医療法人社団　健誠会　Ｋｅｎクリニック 299-0245 袖ケ浦市蔵波台6-19-1

君津 大木　薫 眼科 医療法人社団明光会　けやき台眼科 299-0241 袖ケ浦市代宿９１

君津 前　利幸 眼科 医療法人社団　慧和会　長浦眼科クリニック 299-0246 袖ケ浦市長浦駅前２－１－１

君津 若原　卓 消化器科、外科 社会医療法人社団　さつき会　袖ヶ浦さつき台病院 299-0246 袖ケ浦市長浦駅前５－２１

君津 村上　喜生 神経内科 社会医療法人社団さつき会　袖ケ浦さつき台病院 299-0246 袖ケ浦市長浦駅前5-21

君津 尾野　精一 神経内科 社会医療法人社団さつき会　袖ケ浦さつき台病院 299-0246 袖ケ浦市長浦駅前５－２１

君津 鄭　在夏 整形外科 社会医療法人社団さつき会　袖ケ浦さつき台病院 299-0246 袖ケ浦市長浦駅前５－２１

君津 新井　真 整形外科、リハビリテーション科 社会医療法人社団さつき会　袖ヶ浦さつき台病院 299-0246 袖ケ浦市長浦駅前５－２１

君津 菊池　周一 精神科 社会医療法人社団さつき会　袖ヶ浦さつき台病院 299-0246 袖ケ浦市長浦駅前５－２１

君津 細井　尚人 精神科 袖ヶ浦さつき台病院 299-0246 袖ケ浦市長浦駅前５－２１

君津 大熊　孝裕 精神科 袖ケ浦さつき台病院 299-0246 袖ケ浦市長浦駅前５－２１

君津 久保　聡志 内科 袖ヶ浦さつき台病院 299-0246 袖ケ浦市長浦駅前５－２１

君津 大嵩　紗苗 内科 社会医療法人社団さつき会　袖ヶ浦さつき台病院 299-0246 袖ケ浦市長浦駅前５－２１

君津 猪狩　友行 内科 社会医療法人社団さつき会　袖ケ浦さつき台病院 299-0246 袖ケ浦市長浦駅前5-21

君津 廣島　健三 内科 袖ヶ浦さつき台病院 299-0246 袖ケ浦市長浦駅前５－２１

君津 村上　峰子 脳神経外科 袖ケ浦さつき台病院 299-0246 袖ケ浦市長浦駅前５－２１

君津 村山　浩通 脳神経外科、リハビリテーション科 社会医療法人社団さつき会　袖ヶ浦さつき台病院 299-0246 袖ケ浦市長浦駅前５－２１

君津 松戸　裕治 循環器科 袖ヶ浦どんぐりクリニック 299-0263 袖ケ浦市奈良輪１３８８－１７

君津 山田　千尋 眼科 ヤマダ眼科クリニック 299-0263 袖ケ浦市奈良輪１－４－２
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君津 佐野　功 外科 医療法人社団美孝会袖ケ浦医院 299-0263 袖ケ浦市奈良輪1-8-8

君津 守尾　友宏 内科 医療法人社団総星会　袖ケ浦クリニック 299-0263 袖ケ浦市奈良輪２－２－４

君津 山口　重貴 リウマチ科、整形外科 医療法人社団恒久会　山口医院 299-0263 袖ケ浦市奈良輪５３５－１

君津 吉田　行男 外科 医療法人社団　福徳会　福王台外科内科 299-0261 袖ケ浦市福王台1-10-9

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

君津 永嶌　嘉嗣 外科 玄々堂佐貫クリニック 293-0057 富津市亀田４４５－３

君津 布村　正夫 外科 医療法人社団三友会　三枝病院 293-0012 富津市青木１６４１

君津 三枝　奈芳紀 内科、外科 医療法人社団三友会　三枝病院 293-0012 富津市青木１６４１

君津 加藤　大介 整形外科、リハビリテーション科 医療法人社団　メディアクア 293-0036 富津市千種新田１１－１４

君津 桜田　伊知郎 眼科 医療法人社団　桜仁会　さくらだ眼科 293-0036 富津市千種新田１２４２

君津 佐々木　幸三 眼科 国保直営君津中央病院大佐和分院 293-0036 富津市千種新田７１０

君津 北湯口　広 内科 国保直営君津中央病院　大佐和分院 293-0036 富津市千種新田７１０

君津 川口　哲也 外科、消化器外科 医療法人社団　栄陽会　東病院 293-0001 富津市大堀２１１４

君津 東　弘志 外科、消化器外科 医療法人社団　栄陽会　東病院 293-0001 富津市大堀２１１４

君津 石黒　洋 整形外科 医療法人社団栄陽会　東病院 293-0001 富津市大堀２１１４

君津 東　秋弘 内科、循環器科 医療法人社団栄陽会　東病院 293-0001 富津市大堀２１１４

君津 竹内　修 内科 医療法人社団　三東会　竹内医院 293-0001 富津市大堀２－１４－１５

君津 田中　計 循環器内科 たなかハートクリニック 293-0001 富津市大堀４－１－２４

君津 金井　秀仁 眼科 医療法人社団秀栄会　かない眼科クリニック 293-0001 富津市大堀542-2

君津 小野田　康孝 眼科 医療法人社団　秀栄会　かない眼科クリニック 293-0001 富津市大堀５４２－２

君津 今村　大朗 内科、外科、整形外科 医療法人社団大健会　天羽診療所 299-1617 富津市売津１３９－１

君津 原田　則雄 内科 原田内科小児科医院 299-1607 富津市湊４９７－５

君津 原田　裕美子 内科、小児科 原田内科小児科医院 299-1607 富津市湊４９７－５

君津 櫻井　渉 内科、消化器科 桜井医院 292-0034 木更津市ほたる野１－２８－３

君津 重山　勇 内科、精神科 上総在宅診療所 292-0038 木更津市ほたる野１－７－３

君津 横山　恭典 眼科 医療法人社団　雅鳳会　ほたるの眼科 292-0038 木更津市ほたる野２－５０－１

君津 清水　弘則 耳鼻いんこう科 ほたる野クリニック 292-0038 木更津市ほたる野３－２４－１７

君津 内田　大学 内科 ほたるのセントラル内科 292-0038 木更津市ほたる野３－３０－３

君津 河木　潤 内科、小児科、外科、小児外科、消化器内科、肛門外科、 医療法人社団　河木クリニック 292-0819 木更津市羽鳥野7-18-1

君津 嶋田　幸恵 脳神経外科 医療法人社団緑の会　嶋田医院 292-0053 木更津市永井作1-10-12

君津 原　学 整形外科 内房整形外科クリニック 292-0816 木更津市下烏田８５８

君津 森田　健 内科、消化器科、循環器科 医療法人社団　健洋会　貝渕クリニック 292-0833 木更津市貝渕４－１０－４

君津 武井　紀夫 整形外科 医療法人社団　種志会　武井整形外科 292-0061 木更津市岩根１－１－５

君津 河合　正記 泌尿器科 木更津かねだ泌尿器科クリニック 292-0000 木更津市金田西６６街区１画地

君津 重城　明男 内科、外科、整形外科、心療内科 金田クリニック重城 292-0009 木更津市金田東6－43－1

君津 小寺　孝治郎 循環器科 きさらづ循環器内科・外科 292-0803 木更津市幸町３－１－１２

君津 佐藤　龍太 内科 医療法人社団遥桃会　港南台どんぐりクリニック 292-0827 木更津市港南台３－４－１

君津 山中　義崇 リハビリテーション科 国保直営総合病院　君津中央病院 292-8535 木更津市桜井１０１０

君津 海保　隆 外科 国保直営総合病院　君津中央病院 292-0822 木更津市桜井１０１０

君津 須田　竜一郎 外科 国保直営総合病院　君津中央病院 292-8535 木更津市桜井１０１０

君津 柳澤　真司 外科 国保直営総合病院　君津中央病院 292-8535 木更津市桜井１０１０

君津 浅海　紀子 眼科 国保直営総合病院　君津中央病院 292-0822 木更津市桜井１０１０

君津 中村　洋介 眼科 国保直営総合病院　君津中央病院 292-0822 木更津市桜井１０１０

君津 北村　伸哉 救急・集中治療科 国保直営総合病院　君津中央病院 292-0822 木更津市桜井１０１０

君津 重原　岳雄 形成外科 国保直営総合病院　君津中央病院 292-0822 木更津市桜井１０１０

君津 伊藤　国明 血液・腫瘍内科 国保直営総合病院　君津中央病院 292-0822 木更津市桜井１０１０

君津 漆原　崇司 呼吸器科 国保直営総合病院　君津中央病院 292-0822 木更津市桜井１０１０

君津 柴　光年 呼吸器外科 国保直営栄総合病院君津中央病院 292-0822 木更津市桜井１０１０

君津 藤原　大樹 呼吸器外科 国保直営総合病院　君津中央病院 292-0822 木更津市桜井１０１０

君津 飯田　智彦 呼吸器外科 国保直営総合病院　君津中央病院 292-0822 木更津市桜井１０１０

君津 平敷　好一郎 産婦人科 国保直営総合病院　君津中央病院 292-0822 木更津市桜井１０１０

君津 木村　博昭 産婦人科 国保直営総合病院　君津中央病院 292-0822 木更津市桜井１０１０

君津 河田　佐和子 耳鼻いんこう科 国保直営総合病院　君津中央病院 292-0822 木更津市桜井１０１０

君津 高橋　直樹 耳鼻いんこう科 国保直営総合病院　君津中央病院 292-0822 木更津市桜井１０１０

君津 枝川　久美子 耳鼻いんこう科 国保直営総合病院　君津中央病院 292-8535 木更津市桜井１０１０

君津 関根　泰 循環器科 国保直営総合病院　君津中央病院 292-0822 木更津市桜井１０１０

君津 山本　雅史 循環器科 国保直営総合病院　君津中央病院 292-0822 木更津市桜井１０１０

君津 田中　秀造 循環器科 国保直営総合病院　君津中央病院 292-0822 木更津市桜井１０１０

君津 氷見　寿治 循環器科 国保直営総合病院　君津中央病院 292-0822 木更津市桜井１０１０

君津 芳生　旭志 循環器科 国保直営総合病院　君津中央病院 292-0822 木更津市桜井１０１０

君津 諏訪部　信一 小児科 国保直営総合病院　君津中央病院 292-0822 木更津市桜井１０１０

君津 斉藤　裕子 小児科 国保直営総合病院　君津中央病院 292-0822 木更津市桜井１０１０

君津 木下　香 小児科 国保直営総合病院　君津中央病院 292-0822 木更津市桜井１０１０

君津 有馬　孝恭 小児科 国保直営総合病院　君津中央病院 292-0822 木更津市桜井１０１０

君津 林　美幸 小児科 国保直営総合病院　君津中央病院 292-0822 木更津市桜井１０１０

君津 四本　克己 小児外科 国保直営総合病院　君津中央病院 292-0822 木更津市桜井１０１０

君津 照井　エレナ 小児外科 国保直営総合病院　君津中央病院 292-0822 木更津市桜井１０１０

君津 駒　嘉宏 消化器内科 国保直営総合病院　君津中央病院 292-0822 木更津市桜井１０１０

君津 熊谷　純一郎 消化器内科 国保直営総合病院　君津中央病院 292-8535 木更津市桜井１０１０

君津 三根　毅士 消化器内科 国保直営総合病院　君津中央病院 292-8535 木更津市桜井１０１０
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君津 大部　誠道 消化器内科 国保直営総合病院　君津中央病院 292-0822 木更津市桜井１０１０

君津 藤森　基次 消化器内科 国保直営総合病院　君津中央病院 292-8535 木更津市桜井１０１０

君津 飯野　陽太郎 消化器内科 国保直営総合病院　君津中央病院 292-8535 木更津市桜井１０１０

君津 吉田　有 消化器内科、肝臓 国保直営総合病院　君津中央病院 292-0822 木更津市桜井１０１０

君津 榎本　吉倫 心臓血管外科 国保直営総合病院　君津中央病院 292-8538 木更津市桜井１０１０

君津 須藤　義夫 心臓血管外科 国保直営総合病院　君津中央病院 292-0822 木更津市桜井１０１０

君津 富田　美佳 新生児科 国保直営総合病院　君津中央病院 292-0853 木更津市桜井１０１０

君津 中田　美保 神経内科 国保直営総合病院　君津中央病院 292-0822 木更津市桜井1010

君津 八木下　敏志行 神経内科 国保直営総合病院君津中央病院 292-0822 木更津市桜井１０１０

君津 片桐　明 神経内科 国保直営総合病院　君津中央病院 292-0822 木更津市桜井１０１０

君津 宮本　卓弥 整形外科 国保直営総合病院　君津中央病院 292-8535 木更津市桜井１０１０

君津 大塚　誠 整形外科 国保直営総合病院　君津中央病院 292-0822 木更津市桜井１０１０

君津 藤由　崇之 整形外科 国保直営総合病院　君津中央病院 292-0822 木更津市桜井１０１０

君津 蓮江　文男 整形外科 国保直営総合病院　君津中央病院 292-0822 木更津市桜井１０１０

君津 穗積　崇史 整形外科 国保直営総合病院　君津中央病院 292-8535 木更津市桜井１０１０

君津 内田　真一 総合診療科 国保直営総合病院　君津中央病院 292-8535 木更津市桜井１０１０

君津 馬場　雄介 糖尿病・内分泌・代謝内科 国保直営総合病院　君津中央病院 292-8535 木更津市桜井１０１０

君津 山田　暁 内科 国保直営総合病院　君津中央病院 292-8535 木更津市桜井１０１０

君津 村山　愛 内科 君津中央病院 292-0822 木更津市桜井１０１０

君津 畦元　亮作 内科、消化器内科、腎臓内科 国保直営総合病院　君津中央病院 292-0822 木更津市桜井１０１０

君津 石橋　亮一 内科、糖尿病・代謝・内分泌内科 国保直営総合病院　君津中央病院 292-0822 木更津市桜井１０１０

君津 岡　陽一 脳神経外科 国保直営総合病院君津中央病院 292-0822 木更津市桜井１０１０

君津 海老原　幸一 脳神経外科 国保直営総合病院　君津中央病院 292-0822 木更津市桜井１０１０

君津 須田　純夫 脳神経外科 国保直営総合病院　君津中央病院 292-0822 木更津市桜井１０１０

君津 折本　亮介 脳神経外科 国保直営総合病院　君津中央病院 292-8535 木更津市桜井１０１０

君津 早坂　典洋 脳神経外科 国保直営総合病院　君津中央病院 292-0822 木更津市桜井１０１０

君津 礒部　勝見 脳神経外科 国保直営総合病院　君津中央病院 292-0822 木更津市桜井１０１０

君津 大谷　龍平 脳神経内科 国保直営総合病院　君津中央病院 292-8535 木更津市桜井１０１０

君津 仲村　和芳 泌尿器科 国保直営総合病院　君津中央病院 292-8535 木更津市桜井１０１０

君津 稲福　和宏 皮膚科 国保直営総合病院　君津中央病院 292-0822 木更津市桜井１０１０

君津 中村　聡子 皮膚科 国保直営総合病院　君津中央病院 292-8535 木更津市桜井１０１０

君津 豆原　彰 膠原病内科 国保直営総合病院　君津中央病院 292-8535 木更津市桜井１０１０

君津 細木　卓明 血液・腫瘍内科 国保直営総合病院　君津中央病院 292-0853 木更津市桜井１０１０番地

君津 細川　博昭 整形外科 国保直営総合病院　君津中央病院 292-8535 木更津市桜井１０１０番地

君津 伊賀　涼 糖尿病内科 国保直営総合病院　君津中央病院 292-8535 木更津市桜井１０１０番地

君津 中村　圭吾 脳神経内科 国保直営総合病院　君津中央病院 292-8535 木更津市桜井１０１０番地

君津 樋口　耕介 泌尿器科 国保直営総合病院　君津中央病院 292-8535 木更津市桜井１０１０番地

君津 金山　明夫 眼科 医療法人社団東飯会　木更津中央眼科 292-0823 木更津市桜井新町３－１－１７

君津 院去　崇 消化器科 医療法人社団養真会　上総記念病院 292-0832 木更津市新田１－１１－２５

君津 笹生　文雄 内科 医療法人社団養真会　上総記念病院 292-0832 木更津市新田１－１１－２５

君津 本吉　光隆 内科 医療法人社団養真会　上総記念病院 292-0832 木更津市新田１－１１－２５

君津 安藤　五徳 整形外科 医療法人社団邦清会　木更津東邦病院 292-0036 木更津市菅生７２５－１

君津 岡島　行一 整形外科 医療法人社団邦清会　木更津東邦病院 292-0036 木更津市菅生７２５－１

君津 勝呂　徹 整形外科 医療法人社団邦清会　木更津東邦病院 292-0036 木更津市菅生７２５－１

君津 千葉　裕 内科 医療法人社団　邦清会　木更津東邦病院 292-0036 木更津市菅生７２５－１

君津 黒木　貴夫 脳神経外科 医療法人社団邦清会　木更津東邦病院 292-0036 木更津市菅生７２５－１

君津 木本　雅之 皮膚科 医療法人社団邦清会　木更津東邦病院 292-0036 木更津市菅生７２５－１

君津 李　元浩 リウマチ科、整形外科、リハビリテーション科 かずさ整形外科 292-0042 木更津市清見台南１－４－９

君津 神田　豊彦 整形外科、リハビリテーション科 神田整形外科クリニック 292-0042 木更津市清見台南1-9-21

君津 松清　央 内科、小児科 医療法人社団　松清医院 292-0042 木更津市清見台南１－９－６

君津 松清　大 内科、消化器科、小児科、外科、小児外科、腎臓科 医療法人社団　松清医院 292-0042 木更津市清見台南１－９－６

君津 小林　達雄 一般内科 みるみる内科と在宅クリニック木更津 292-0042 木更津市清見台南５－１－４

君津 西　晴子 内科 医療法人知真会　木更津内科クリニック 292-0801 木更津市請西１－１８－２２

君津 辻本　豪三 内科、小児科、循環器内科 医療法人　知真会　木更津内科クリニック 292-0801 木更津市請西１－１８－２２

君津 檀谷　尚宏 内科、小児科 医療法人社団医仁会　だんや小児科 292-0801 木更津市請西2-4-15

君津 渡部　良夫 泌尿器科 わたべクリニック 292-0806 木更津市請西東４－６－１２

君津 竹内　基 内科、消化器内科 医療法人社団　明竹会　竹内基クリニック 292-0807 木更津市請西南４－２－９

君津 上久保　出 耳鼻いんこう科 かみくぼ耳鼻咽喉科 292-0807 木更津市請西南５－２５－１１

君津 松葉　祐介 整形外科 まつば整形外科クリニック 292-0807 木更津市請西南５－２５－１１

君津 中村　晋 内科 医療法人社団志晃会　太田山クリニック 292-0044 木更津市太田３－２－２

君津 宮本　研 内科 医療法人社団望星会　木更津クリニック 292-0805 木更津市大和１－４－１８

君津 高尾　克彦 内科 医療法人社団　望星会　木更津クリニック 292-0805 木更津市大和１－４－１８

君津 山田　由紀子 神経内科 医療法人社団　山田医院 292-0805 木更津市大和２-２２-１

君津 山田　博之 内科 山田医院 292-0805 木更津市大和２－２２－１

君津 浪久　晶弘 内科、消化器科 浪久医院 292-0067 木更津市中央１－６－１

君津 足利　建 内科、胃腸科、外科 医療法人社団　恒久会　さざなみクリニック 292-0008 木更津市中島２３６６－１

君津 大日方　信幸 内科、小児科、消化器内科 大日方医院 292-0055 木更津市朝日３－２－３５

君津 海谷　幸司 内科 医療法人社団　鵬会　高名清養病院 292-0054 木更津市長須賀１２３９

君津 高橋　一真 内科 医療法人社団　鵬会　高名清養病院 292-0054 木更津市長須賀１２３９

君津 早坂　章 内科、肝臓内科、消化器内科 医療法人社団　肝健会　はやさかクリニック 292-0826 木更津市畑沢南４－６－１７
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君津 古谷　雄三 内科、泌尿器科 八幡台クリニック 292-0814 木更津市八幡台３－１－２５

君津 堀田　順子 眼科 堀田眼科 292-0804 木更津市文京１－４－２４

君津 横須賀　亮 内科、小児科 医療法人社団　順聖会　ワイスクリニック 292-0015 木更津市本郷１－１２－３４

君津 萩原　大士 麻酔科 医療法人萩仁会　萩原病院 292-0056 木更津市木更津１－１－３６

君津 庄司　純 眼科 庄司眼科医院 292-0056 木更津市木更津１－１－５

君津 萩原　秀彦 整形外科 医療法人萩仁会　萩原病院 292-0056 木更津市木更津１丁目１番３６号

印旛 松浦　龍 内科、リウマチ科、整形外科、リハビリテーション科 しすい整形クリニック 285-0922 印旛郡酒々井町中央台２－１－６酒々井西駅ビル

市原 佐藤　哲生 内科 ふくろうホームクリニック 290-0143 市原市ちはら台西１－５－４－３０３

市原 西岡　正 小児科 西岡クリニック 290-0141 市原市ちはら台東１－２－１３

市原 表　敬介 内科、腎臓内科、循環器内科 おもて内科糖尿病クリニック 290-0141 市原市ちはら台東８－１７－４

市原 葛西　正明 内科、アレルギー科、リウマチ科 ちはら台南内科クリニック 290-0142 市原市ちはら台南１－１－１１

市原 春山　航一 内科、消化器内科 医療法人社団　平山医院 290-0204 市原市磯ケ谷２０６７

市原 坂本　道雄 脳神経外科 坂本脳神経外科クリニック 290-0266 市原市海保７２－２

市原 藤原　稔 整形外科 医療法人社団　藤原会　藤原整形外科医院 290-0225 市原市牛久１１８９

市原 三橋　淳 内科 みつはし内科クリニック 290-0225 市原市牛久８７９－１

市原 髙野　慎 内科、泌尿器科 原村医院 290-0041 市原市玉前７６

市原 荒原　健男 内科、小児科、外科、消化器内科 医療法人社団　かずさ勤労者医療協会　いちはら協立診療所 290-0051 市原市君塚２－１７－７

市原 橋本　ゆう子 眼科 医療法人社団博瞳会　大木眼科クリニック 290-0056 市原市五井１６２０

市原 堀川　哲彦 内科 医療法人社団　総星会　五井クリニック 290-0056 市原市五井１９８０

市原 山﨑　祐二 整形外科、リハビリテーション科 医療法人社団整友会　山﨑整形外科 290-0056 市原市五井２４６２－２

市原 麻薙　薫 眼科 麻薙眼科 290-0056 市原市五井２５４１－５

市原 和泉　裕子 内科 医療法人社団斎賀会　斎賀医院 290-0056 市原市五井２７７５

市原 馬場　奏子 内科、心療内科 医療法人社団斎賀会　斎賀医院 290-0056 市原市五井２７７５

市原 加藤　良二 外科 医療法人芙蓉会　五井病院 290-0056 市原市五井５１５５

市原 山口　文雄 脳神経外科 医療法人芙蓉会　五井病院 290-0056 市原市五井５１５５

市原 髙木　隆一 外科 医療法人芙蓉会　五井病院 290-0056 市原市五井５１５５番地

市原 鎗田　努 外科 医療法人　鎗田病院 290-0056 市原市五井８９９

市原 塚本　総一郎 外科 医療法人　鎗田病院 290-0056 市原市五井８９９

市原 山川　久美 外科、呼吸器外科 医療法人　鎗田病院 290-0056 市原市五井８９９

市原 横須賀　恭子 内科 医療法人　鎗田病院 290-0056 市原市五井８９９

市原 金丸　良平 内科 鎗田病院 290-0056 市原市五井８９９

市原 松本　京一 内科 医療法人　鎗田病院 290-0056 市原市五井８９９

市原 渡辺　学 内科 鎗田病院 290-0056 市原市五井８９９

市原 田中　健 内科、呼吸器内科 鎗田病院 290-0056 市原市五井８９９

市原 村山　博和 心臓血管外科 医療法人　鎗田病院 290-0056 市原市五井８９９番地

市原 滝西　安典 胃腸科、こう門科 医療法人社団　滝西会　三和医院 290-0081 市原市五井中央西１－１２－６

市原 齊藤　隆 眼科 医療法人社団　博仁会　眼科齊藤医院 290-0081 市原市五井中央西１－２０－４

市原 野崎　修 内科 野崎医院 290-0081 市原市五井中央西１－３４－５

市原 泉水　昇 内科、小児科、皮膚科、泌尿器科 医療法人社団　仁泉会　五井中央診療所 290-0054 市原市五井中央東１－１０－１９

市原 徳政　直起 内科 医療法人社団起和会　徳政内科クリニック 290-0054 市原市五井中央東１－７－１

市原 磯部　隆 内科 医療法人社団賢仁会　五井在宅クリニック 290-0054 市原市五井中央東２－６－１相川ビル２階Ｃ号室

市原 日野　裕太郎 内科 医療法人社団賢仁会　五井在宅クリニック 290-0054 市原市五井中央東２－６－１相川ビル２階C号室

市原 鷹野　昭士 リハビリテーション科 医療法人社団　白金会　リハビリテーション病院　さらしな 290-0050 市原市更級１－５－３

市原 小島　好雅 耳鼻いんこう科 医療法人社団純青会　イルカ耳鼻咽喉科 290-0050 市原市更級２－５－１

市原 青江　知彦 ペインセンター 帝京大学ちば総合医療センター 299-0111 市原市姉崎３４２６－３

市原 山室　亮介 リウマチ科 帝京大学ちば総合医療センター 299-0111 市原市姉崎３４２６－３

市原 李　紀廉 リウマチ科 帝京大学ちば総合医療センター 299-0111 市原市姉崎３４２６－３

市原 山口　裕之 リウマチ内科 帝京大学ちば総合医療センター 299-0111 市原市姉崎３４２６－３

市原 幸田　圭史 外科 帝京大学ちば総合医療センター 299-0111 市原市姉崎３４２６－３

市原 新沢　知広 眼科 帝京大学ちば総合医療センター 299-0111 市原市姉崎３４２６－３

市原 細萱　理花 耳鼻いんこう科 帝京大学ちば総合医療センター 299-0111 市原市姉崎３４２６－３

市原 杉本　晃 耳鼻いんこう科 帝京大学ちば総合医療センター 299-0111 市原市姉崎３４２６－３

市原 本庄　需 耳鼻いんこう科 帝京大学ちば総合医療センター 299-0111 市原市姉崎３４２６－３

市原 青木　孝浩 小児科 帝京大学ちば総合医療センター 299-0111 市原市姉崎３４２６－３

市原 太田　節雄 小児科 帝京大学ちば総合医療センター 299-0111 市原市姉崎３４２６－３

市原 南谷　幹史 小児科 帝京大学ちば総合医療センター 299-0111 市原市姉崎３４２６－３

市原 佐藤　隆久 消化器内科 帝京大学ちば総合医療センター 299-0111 市原市姉崎３４２６－３

市原 栗田　正 神経内科 帝京大学ちば総合医療センター 299-0111 市原市姉崎３４２６－３

市原 鈴木　仁 神経内科 帝京大学ちば総合医療センター 299-0111 市原市姉崎３４２６－３

市原 小林　政司 腎臓内科 帝京大学ちば総合医療センター 299-0111 市原市姉崎３４２６－３

市原 重村　知德 整形外科 帝京大学ちば総合医療センター 299-0111 市原市姉崎３４２６－３

市原 村田　泰章 整形外科 帝京大学ちば総合医療センター 299-0111 市原市姉崎３４２６－３

市原 横地　律子 第三内科（血液・リウマチ） 帝京大学ちば総合医療センター 299-0111 市原市姉崎３４２６－３

市原 井上　大輔 内科 帝京大学ちば総合医療センター 299-0111 市原市姉崎３４２６－３

市原 井上　玲子 内科 帝京大学ちば総合医療センター 299-0111 市原市姉崎３４２６－３

市原 根井　雄一郎 内科 帝京大学ちば総合医療センター 299-0111 市原市姉崎３４２６－３

市原 山口　正雄 内科 帝京大学ちば総合医療センター 299-0111 市原市姉崎３４２６－３

市原 小尾　俊太郎 内科 帝京大学ちば総合医療センター 299-0111 市原市姉崎３４２６－３

市原 吹野　恵子 内科 帝京大学ちば総合医療センター 299-0111 市原市姉崎３４２６－３

市原 長山　人三 内科 帝京大学ちば総合医療センター 299-0111 市原市姉崎３４２６－３
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市原 萩谷　政明 内科 帝京大学ちば総合医療センター 299-0111 市原市姉崎３４２６－３

市原 萩野　昇 内科 帝京大学ちば総合医療センター 299-0111 市原市姉崎３４２６－３

市原 白神　梨沙 内科 帝京大学ちば総合医療センター 299-0111 市原市姉崎３４２６－３

市原 伴　良行 内科 帝京大学ちば総合医療センター 299-0111 市原市姉崎３４２６－３

市原 會田　啓介 内科 帝京大学ちば総合医療センター 299-0111 市原市姉崎３４２６－３

市原 𠮷村　和修 内科 帝京大学ちば総合医療センター 299-0111 市原市姉崎３４２６－３

市原 寺脇　博之 内科（腎臓内科） 帝京大学ちば総合医療センター 299-0111 市原市姉崎３４２６－３

市原 中村　文隆 内科、循環器科 帝京大学ちば総合医療センター 299-0111 市原市姉崎３４２６－３

市原 天木　幹博 内科、循環器科 帝京大学ちば総合医療センター 299-0111 市原市姉崎３４２６－３

市原 稲生　靖 脳神経外科 帝京大学ちば総合医療センター 299-0111 市原市姉崎３４２６－３

市原 宮本　伸哉 脳神経外科 帝京大学ちば総合医療センター 299-0111 市原市姉崎３４２６－３

市原 西堂　創 脳神経外科 帝京大学ちば総合医療センター 299-0111 市原市姉崎３４２６－３

市原 保谷　克巳 脳神経外科 帝京大学ちば総合医療センター 299-0111 市原市姉崎３４２６－３

市原 榎本　雪 脳神経内科 帝京大学ちば総合医療センター 299-0111 市原市姉崎３４２６－３

市原 作石　かおり 脳神経内科 帝京大学ちば総合医療センター 299-0111 市原市姉崎３４２６－３

市原 三枝　亜希 脳神経内科 帝京大学ちば総合医療センター 299-0111 市原市姉崎３４２６－３

市原 加藤　洋人 泌尿器科 帝京大学ちば総合医療センター 299-0111 市原市姉崎３４２６－３

市原 小島　聡子 泌尿器科 帝京大学ちば総合医療センター 299-0111 市原市姉崎３４２６－３

市原 納谷　幸男 泌尿器科 帝京大学ちば総合医療センター 299-0111 市原市姉崎３４２６－３

市原 芳生　旭辰 泌尿器科 帝京大学ちば総合医療センター 299-0111 市原市姉崎３４２６－３

市原 佐藤　友隆 皮膚科 帝京大学ちば総合医療センター 299-0111 市原市姉崎３４２６－３

市原 遠山　洋一 内科、消化器科、外科 医療法人社団　慈協会　市原メディカルキュア 299-0111 市原市姉崎６５８番地

市原 新本　雄健 消化器内科 あさひガーデンクリニック 299-0111 市原市姉崎８０７－１

市原 広松　正児 眼科 医療法人社団　悠輝会　広松眼科 299-0110 市原市姉崎東１－１－６第３クレールパル３Ｆ

市原 新井　貴士 内科 望星姉崎クリニック 299-0110 市原市姉崎東３－６－２

市原 武田　福治 内科 医療法人社団　松和会　望星姉崎クリニック 299-0110 市原市姉崎東３－６－２

市原 津田　健司 内科、血液内科 ＫＫクリニック市原 290-0035 市原市松ケ島２－１－１４

市原 田中　健史 内科 医療法人白百合会　市原鶴岡病院 290-0206 市原市新堀９５５

市原 小出　貢二 神経内科、脳神経外科 こいで脳神経外科クリニック 299-0102 市原市青柳２０３６－１

市原 遠藤　伸行 内科、小児科 遠藤医院 290-0004 市原市辰巳台西１－５

市原 齊藤　公男 胃腸科 医療法人社団　公仁会　斉藤クリニック 290-0003 市原市辰巳台東１－８－１１

市原 玉地　智宏 アレルギー・膠原病内科 独立行政法人労働者健康安全機構　千葉労災病院 290-0003 市原市辰巳台東２－１６

市原 熊谷　崇 アレルギー・膠原病内科 独立行政法人労働者健康安全機構　千葉労災病院 290-0003 市原市辰巳台東２－１６

市原 安冨　淳 外科 独立行政法人労働者健康安全機構　千葉労災病院 290-0003 市原市辰巳台東２－１６

市原 横田　哲生 外科 独立行政法人労働者健康安全機構　千葉労災病院 290-0003 市原市辰巳台東２－１６

市原 笠川　隆玄 外科 独立行政法人　労働者健康福祉機構　千葉労災病院 290-0003 市原市辰巳台東２－１６

市原 古川　新 外科 独立行政法人労働者健康安全機構　千葉労災病院 290-0003 市原市辰巳台東２－１６

市原 松本　正成 外科 独立行政法人　労働者健康福祉機構　千葉労災病院 290-0003 市原市辰巳台東２－１６

市原 草塩　公彦 外科 独立行政法人　労働者健康福祉機構　千葉労災病院 290-0003 市原市辰巳台東２－１６

市原 鈴木　大 外科 独立行政法人　労働者健康福祉機構　千葉労災病院 290-0003 市原市辰巳台東２－１６

市原 髙綱　陽子 眼科 独立行政法人　労働者健康福祉機構　千葉労災病院 290-0003 市原市辰巳台東２－１６

市原 吉良　智恵 形成外科 独立行政法人労働者健康安全機構　千葉労災病院 290-0003 市原市辰巳台東２－１６

市原 原　暁 血液内科 独立行政法人労働者健康安全機構　千葉労災病院 290-0003 市原市辰巳台東２－１６

市原 守屋　康充 呼吸器外科 独立行政法人労働者健康安全機構　千葉労災病院 290-0003 市原市辰巳台東２－１６

市原 木下　拓 呼吸器内科 独立行政法人労働者健康安全機構　千葉労災病院 290-0003 市原市辰巳台東２－１６

市原 弥富　真理 呼吸器内科 独立行政法人　労働者健康福祉機構　千葉労災病院 290-0003 市原市辰巳台東２－１６

市原 髙橋　由希子 呼吸器内科 独立行政法人労働者健康安全機構　千葉労災病院 290-0003 市原市辰巳台東２－１６

市原 川野　みどり 産婦人科 独立行政法人　労働者健康福祉機構　千葉労災病院 290-0003 市原市辰巳台東２－１６

市原 藤川　陽 耳鼻いんこう科 独立行政法人労働者健康安全機構　千葉労災病院 290-0003 市原市辰巳台東２－１６

市原 岡本　美孝 耳鼻いんこう科、頭頸部外科 独立行政法人労働者健康安全機構　千葉労災病院 290-0003 市原市辰巳台東２－１６

市原 森脇　龍太郎 重症・救命科 独立行政法人労働者健康福祉機構　千葉労災病院 290-0003 市原市辰巳台東２－１６

市原 矢野　清崇 重症救命科 独立行政法人労働者健康安全機構　千葉労災病院 290-0003 市原市辰巳台東２－１６

市原 時政　聡 循環器内科 独立行政法人労働者健康安全機構　千葉労災病院 290-0003 市原市辰巳台東２－１６

市原 浅野　達彦 循環器内科 独立行政法人労働者健康安全機構　千葉労災病院 290-0003 市原市辰巳台東２－１６

市原 牧之内　崇 循環器内科 独立行政法人労働者健康福祉機構　千葉労災病院 290-0003 市原市辰巳台東２－１６

市原 田中　沙織 小児科 独立行政法人労働者健康安全機構　千葉労災病院 290-0003 市原市辰巳台東２－１６

市原 有井　潤子 小児科 独立行政法人労働者健康安全機構　千葉労災病院 290-0003 市原市辰巳台東２－１６

市原 髙谷　里依子 小児科 独立行政法人労働者健康安全機構　千葉労災病院 290-0003 市原市辰巳台東２－１６

市原 伏見　航也 消化器外科 独立行政法人労働者健康安全機構　千葉労災病院 290-0003 市原市辰巳台東２－１６

市原 粟津　雅美 消化器内科 独立行政法人労働者健康安全機構　千葉労災病院 290-0003 市原市辰巳台東２－１６

市原 石川　賢太郎 消化器内科 独立行政法人労働者健康安全機構　千葉労災病院 290-0003 市原市辰巳台東２－１６

市原 泉水　美有紀 消化器内科 独立行政法人労働者健康安全機構　千葉労災病院 290-0003 市原市辰巳台東２－１６

市原 平賀　陽之 神経内科 独立行政法人　労働者健康福祉機構　千葉労災病院 290-0003 市原市辰巳台東２－１６

市原 小河原　一恵 神経内科、リハビリテーション科 独立行政法人　労働者健康福祉機構　千葉労災病院 290-0003 市原市辰巳台東２－１６

市原 橋本　光宏 整形外科 独立行政法人　労働者健康福祉機構　千葉労災病院 290-0003 市原市辰巳台東２－１６

市原 守屋　拓朗 整形外科 独立行政法人　労働者健康福祉機構　千葉労災病院 290-0003 市原市辰巳台東２－１６

市原 男澤　朝行 整形外科 独立行政法人労働者健康安全機構　千葉労災病院 290-0003 市原市辰巳台東２－１６

市原 池田　義和 整形外科 独立行政法人　労働者健康福祉機構　千葉労災病院 290-0003 市原市辰巳台東２－１６

市原 中島　文毅 整形外科 独立行政法人　労働者健康福祉機構　千葉労災病院 290-0003 市原市辰巳台東２－１６

市原 木村　青児 整形外科 独立行政法人労働者健康安全機構　千葉労災病院 290-0003 市原市辰巳台東２－１６
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市原 石川　耕 糖尿病・代謝・内分泌内科 独立行政法人労働者健康安全機構　千葉労災病院 290-0003 市原市辰巳台東２－１６

市原 武田　健治 糖尿病・内分泌内科 独立行政法人労働者健康安全機構　千葉労災病院 290-0003 市原市辰巳台東２－１６

市原 関本　匡 内科 独立行政法人労働者健康安全機構　千葉労災病院 290-0003 市原市辰巳台東２－１６

市原 三村　正裕 内科 独立行政法人　労働者健康福祉機構　千葉労災病院 290-0003 市原市辰巳台東２－１６

市原 山本　司 内科 独立行政法人　労働者健康福祉機構　千葉労災病院 290-0003 市原市辰巳台東２－１６

市原 石神　秀昭 内科 独立行政法人労働者健康安全機構　千葉労災病院 290-0003 市原市辰巳台東２－１６

市原 石毛　克拓 内科 独立行政法人労働者健康安全機構　千葉労災病院 290-0003 市原市辰巳台東２－１６

市原 川口　岳晴 内科 独立行政法人　労働者健康安全機構　千葉労災病院 290-0003 市原市辰巳台東２－１６

市原 桝谷　佳生 内科 独立行政法人労働者健康安全機構　千葉労災病院 290-0003 市原市辰巳台東２－１６

市原 小沢　義典 脳神経外科、リハビリテーション科 独立行政法人　労働者健康福祉機構　千葉労災病院 290-0003 市原市辰巳台東２－１６

市原 小島　一歩 脳神経内科 独立行政法人　労働者健康福祉機構　千葉労災病院 290-0003 市原市辰巳台東２－１６

市原 武藤　真弓 脳神経内科 独立行政法人労働者健康安全機構　千葉労災病院 290-0003 市原市辰巳台東２－１６

市原 鈴木　政秀 脳神経内科 独立行政法人労働者健康安全機構　千葉労災病院 290-0003 市原市辰巳台東２－１６

市原 増田　広 泌尿器科 独立行政法人労働者健康安全機構　千葉労災病院 290-0003 市原市辰巳台東２－１６

市原 柳澤　充 泌尿器科 独立行政法人労働者健康安全機構　千葉労災病院 290-0003 市原市辰巳台東２－１６

市原 池平　博夫 放射線科 独立行政法人労働者健康安全機構　千葉労災病院 290-0003 市原市辰巳台東２－１６

市原 山内　雅人 循環器内科 独立行政法人労働者健康安全機構　千葉労災病院 290-0003 市原市辰巳台東２丁目１６番地

市原 三枝　敬史 脳神経外科 千葉労災病院 290-0003 市原市辰巳台東２丁目１６番地

市原 及川　真喜子 皮膚科 独立行政法人労働者健康福祉機構　千葉労災病院 290-0003 市原市辰巳台東２丁目１６番地

市原 関澤　裕人 内科 医療法人社団　裕人会　辰巳台クリニック 290-0003 市原市辰巳台東３－１５－２

市原 鈴木　啓之 内科、呼吸器科、消化器科、外科、整形外科、皮膚科、こう門科、リハビリテーション科 医療法人社団　琢心会　辰巳病院 290-0003 市原市辰巳台東５－５－１

市原 鈴木　章浩 内科、呼吸器科、消化器科、小児科 医療法人社団　琢心会　辰巳病院 290-0003 市原市辰巳台東５－５－１

市原 児山　順 内科 医療法人社団健老会　姉崎病院 299-0118 市原市椎津２５５８－１

市原 早川　省 内科、神経内科 医療法人社団健老会　姉崎病院 299-0118 市原市椎津２５５８－１

市原 岡本　佳昭 外科 千葉県循環器病センター 290-0512 市原市鶴舞５７５

市原 林　永規 外科 千葉県循環器病センター 290-0512 市原市鶴舞５７５

市原 東　栄子 眼科 千葉県循環器病センター 290-0512 市原市鶴舞５７５

市原 井上　明 呼吸器内科 千葉県循環器病センター 290-0512 市原市鶴舞５７５

市原 丹野　美穂 耳鼻いんこう科 千葉県循環器病センター 290-0512 市原市鶴舞５７５

市原 伊藤　良浩 循環器科 千葉県循環器病センター 290-0512 市原市鶴舞５７５

市原 井上　寿久 循環器科 千葉県循環器病センター 290-0512 市原市鶴舞５７５

市原 原田　順哉 循環器科 千葉県循環器病センター 290-0512 市原市鶴舞５７５

市原 清水　太郎 循環器科 千葉県循環器病センター 290-0512 市原市鶴舞５７５

市原 田永　幸正 循環器科 千葉県循環器病センター 290-0512 市原市鶴舞５７５

市原 宮崎　彰 循環器内科 千葉県循環器病センター 290-0512 市原市鶴舞５７５

市原 岡嶋　良知 小児科 千葉県循環器病センター 290-0512 市原市鶴舞５７５

市原 川副　泰隆 小児科 千葉県循環器病センター 290-0512 市原市鶴舞５７５

市原 武智　史恵 小児科 千葉県循環器病センター 290-0512 市原市鶴舞５７５

市原 松尾　浩三 心臓血管外科 千葉県循環器病センター 290-0512 市原市鶴舞５７５

市原 焼田　康紀 心臓血管外科 千葉県循環器病センター 290-0512 市原市鶴舞５７５

市原 浅野　宗一 心臓血管外科 千葉県循環器病センター 290-0512 市原市鶴舞５７５

市原 林田　直樹 心臓血管外科 千葉県循環器病センター 290-0512 市原市鶴舞５７５

市原 橋本　憲一郎 神経内科 千葉県循環器病センター 290-0512 市原市鶴舞５７５

市原 赤荻　悠一 神経内科 千葉県循環器病センター 290-0512 市原市鶴舞５７５

市原 藤沼　好克 神経内科 千葉県循環器病センター 290-0512 市原市鶴舞５７５

市原 本間　甲一 神経内科 千葉県循環器病センター 290-0512 市原市鶴舞５７５

市原 森島　宏子 精神科 千葉県循環器病センター 290-0512 市原市鶴舞５７５

市原 今村　茂樹 内科 千葉県循環器病センター 290-0512 市原市鶴舞５７５

市原 平井　愛山 内科 千葉県循環器病センター 290-0512 市原市鶴舞５７５

市原 藍　寿司 内科 千葉県循環器病センター 290-0512 市原市鶴舞５７５

市原 永野　修 脳神経外科 千葉県循環器病センター 290-0512 市原市鶴舞５７５

市原 岡原　陽二 脳神経外科 千葉県循環器病センター 290-0512 市原市鶴舞５７５

市原 青柳　京子 脳神経外科 千葉県循環器病センター 290-0512 市原市鶴舞５７５

市原 和泉　允基 脳神経外科 千葉県循環器病センター 290-0512 市原市鶴舞５７５

市原 宮沢　敏郎 眼科 宮沢眼科クリニック 290-0075 市原市南国分寺台５－１－１

市原 小野木　淳 内科 医療法人社団　養生会 小野木医院 290-0011 市原市能満１８４５－３７

市原 三井　正泰 内科、循環器科 医療法人社団緑祐会　永野病院 290-0221 市原市馬立８０２－２

市原 三上　元 内科、消化器科 医療法人社団緑祐会　永野病院 290-0221 市原市馬立８０２－２

市原 山形　敏之 内科、消化器科 医療法人社団緑祐会　永野病院 290-0221 市原市馬立８０２－２

市原 岡田　理 内科、呼吸器科 医療法人社団　緑祐会　永野病院 290-0221 市原市馬立８０２番地２

市原 長谷川　史郎 外科 医療法人社団千寿雅会　長谷川病院 290-0062 市原市八幡１１５－１

市原 寺嶋　雅史 内科 寺嶋医院 290-0062 市原市八幡１３４９－３

市原 清水　良平 心療内科、精神科、脳神経外科 清水クリニック 290-0062 市原市八幡２５２－３

市原 清水　秀之 整形外科、消化器内科 清水クリニック 290-0062 市原市八幡２５２－３

市原 宮本　信浩 内科、リウマチ科 医療法人社団　日高クリニック 290-0062 市原市八幡５９４－８

市原 今井　均 内科、循環器科 医療法人社団　仁敬会　いまい内科・循環器クリニック 290-0062 市原市八幡８１０－３八幡東駅前ビル３Ｆ

市原 田中　保彦 内科 医療法人社団緑祐会　加茂診療所 290-0557 市原市養老１０００－５

船橋市 小西　孝典 内科、脳神経外科 船橋夏見の杜クリニック 273-0865 船橋市夏見１－５－２０

船橋市 朝比奈　信武 内科 医療法人社団　朝比奈クリニック 273-0865 船橋市夏見４－１－３４

船橋市 富谷　久雄 内科 富谷内科循環器科 273-0866 船橋市夏見台１－１８－７
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船橋市 古庄　優子 循環器内科 医療法人社団鳳翔会　すぎおかクリニック 273-0866 船橋市夏見台３－９－２５

船橋市 瀬口　龍太 循環器内科 医療法人社団鳳翔会　すぎおかクリニック 273-0866 船橋市夏見台３－９－２５

船橋市 渡邊　剛 循環器内科 医療法人社団鳳翔会　すぎおかクリニック 273-0866 船橋市夏見台３－９－２５

船橋市 杉岡　充爾 内科、循環器内科 医療法人社団鳳翔会　すぎおかクリニック 273-0866 船橋市夏見台３－９－２５

船橋市 五十嵐　祥了 眼科 独立行政法人地域医療機能推進機構　船橋中央病院 273-0021 船橋市海神６－１３－１０

船橋市 後藤　俊二 産科 独立行政法人地域医療機能推進機構　船橋中央病院 273-8556 船橋市海神６－１３－１０

船橋市 佐々木　禎仁 産科、新生児科 独立行政法人地域医療機能推進機構　船橋中央病院 273-8556 船橋市海神６－１３－１０

船橋市 星岡　明 小児科 独立行政法人地域医療機能推進機構　船橋中央病院 273-8556 船橋市海神６－１３－１０

船橋市 是永　圭子 消化器・肝臓内科 独立行政法人地域医療機能推進機構　船橋中央病院 273-8556 船橋市海神６－１３－１０

船橋市 加藤　英二 新生児科 独立行政法人地域医療機能推進機構　船橋中央病院 273-8556 船橋市海神６－１３－１０

船橋市 山岡　昭義 整形外科 独立行政法人地域医療機能推進機構　船橋中央病院 273-8556 船橋市海神６－１３－１０

船橋市 山下　桂志 整形外科 独立行政法人地域医療機能推進機構　船橋中央病院 273-8556 船橋市海神６－１３－１０

船橋市 山下　正臣 整形外科 独立行政法人地域医療機能推進機構　船橋中央病院 273-8556 船橋市海神６－１３－１０

船橋市 加藤　佳瑞紀 内科 独立行政法人地域医療機能推進機構　船橋中央病院 273-8556 船橋市海神６－１３－１０

船橋市 吉川　信夫 内科 独立行政法人地域医療機能推進機構　船橋中央病院 273-8556 船橋市海神６－１３－１０

船橋市 山口　武人 内科 独立行政法人地域医療機能推進機構　船橋中央病院 273-8556 船橋市海神６－１３－１０

船橋市 小島　彰 内科 船橋中央病院 273-0021 船橋市海神６－１３－１０

船橋市 小澤　真一 内科 独立行政法人地域医療機能推進機構　船橋中央病院 273-8556 船橋市海神６－１３－１０

船橋市 深澤　元晴 内科 独立行政法人地域医療機能推進機構　船橋中央病院 273-8556 船橋市海神６－１３－１０

船橋市 石塚　保弘 内科 独立行政法人地域医療機能推進機構　船橋中央病院 273-8556 船橋市海神６－１３－１０

船橋市 中山　静 内科 船橋中央病院 273-0021 船橋市海神６－１３－１０

船橋市 土屋　慎 内科 独立行政法人地域医療機能推進機構　船橋中央病院 273-8556 船橋市海神６－１３－１０

船橋市 嶋田　太郎 内科 独立行政法人地域医療機能推進機構　船橋中央病院 273-8556 船橋市海神６－１３－１０

船橋市 網仲　真理 内科 独立行政法人地域医療機能推進機構　船橋中央病院 273-8556 船橋市海神６－１３－１０

船橋市 淺野　公將 内科 独立行政法人地域医療機能推進機構　船橋中央病院 273-8556 船橋市海神６－１３－１０

船橋市 関田　信之 泌尿器科 独立行政法人地域医療機能推進機構　船橋中央病院 273-8556 船橋市海神６－１３－１０

船橋市 根本　和久 放射線科 独立行政法人地域医療機能推進機構　船橋中央病院 273-8556 船橋市海神６－１３－１０

船橋市 中村　順哉 内科、消化器科、外科 なかむら内科消化器クリニック 273-0021 船橋市海神６－７－１２

船橋市 市川　朝也 耳鼻いんこう科 あさひ耳鼻咽喉科（西船橋） 273-0032 船橋市葛飾町２－３３５－１

船橋市 齋藤　公幸 アレルギー科、リウマチ科、小児科 小児リウマチ・アレルギークリニック 273-0032 船橋市葛飾町2-335-1アルマース弐番館

船橋市 近藤　博重 内科、小児科、消化器内科 医療法人社団博葉会　近藤クリニック 273-0032 船橋市葛飾町２－３３７

船橋市 藤原　麻里 内科、小児科、消化器内科 医療法人社団博葉会　近藤クリニック 273-0032 船橋市葛飾町２－３３７

船橋市 袖山　知典 整形外科 医療法人社団　紺整会　船橋整形外科　西船クリニック 273-0032 船橋市葛飾町2-351

船橋市 木元　正史 整形外科 医療法人社団紺整会船橋整形外科西船クリニック 273-0032 船橋市葛飾町2-351

船橋市 一ノ瀬　修二 呼吸器外科 一ノ瀬メディカルクリニック 273-0048 船橋市丸山１－１８－７トクビル１－A

船橋市 栗原　俊夫 内科、消化器科 くりはら内科・皮フ科クリニック 273-0003 船橋市宮本４－１２－１８

船橋市 池之上　純男 リハビリテーション科 船橋市立医療センター 273-0853 船橋市金杉１－２１－１

船橋市 小林　晋二 眼科 船橋市立医療センター 273-0853 船橋市金杉１－２１－１

船橋市 松枝　美文 眼科 船橋市立医療センター 273-0853 船橋市金杉１－２１－１

船橋市 太和田　昌枝 眼科 船橋市立医療センター 273-0853 船橋市金杉１－２１－１

船橋市 中村　純 呼吸器内科 船橋市立医療センター 273-8588 船橋市金杉１－２１－１

船橋市 中村　祐之 呼吸器内科 船橋市立医療センター 273-0853 船橋市金杉１－２１－１

船橋市 天野　寛之 呼吸器内科 船橋市立医療センター 273-0853 船橋市金杉１－２１－１

船橋市 藤田　哲雄 呼吸器内科 船橋市立医療センター 273-8588 船橋市金杉１－２１－１

船橋市 斉藤　俊雄 産婦人科 船橋市立医療センター 273-0853 船橋市金杉１－２１－１

船橋市 坂本　夏海 耳鼻いんこう科 船橋市立医療センター 273-8588 船橋市金杉１－２１－１

船橋市 小林　皇一 耳鼻いんこう科 船橋市立医療センター 273-8588 船橋市金杉１－２１－１

船橋市 平野　聡 腫瘍内科 船橋市立医療センター 273-0853 船橋市金杉１－２１－１

船橋市 稲垣　雅行 循環器内科 船橋市立医療センター 273-0853 船橋市金杉１－２１－１

船橋市 沖野　晋一 循環器内科 船橋市立医療センター 273-0853 船橋市金杉１－２１－１

船橋市 青山　里恵 循環器内科 船橋市立医療センター 273-8588 船橋市金杉１－２１－１

船橋市 福澤　茂 循環器内科 船橋市立医療センター 273-0853 船橋市金杉１－２１－１

船橋市 伊賀　裕子 小児科 船橋市立医療センター 273-0853 船橋市金杉１－２１－１

船橋市 河内　遼 小児科 船橋市立医療センター 273-8588 船橋市金杉１－２１－１

船橋市 今泉　孝章 小児科 船橋市立医療センター 273-8588 船橋市金杉１－２１－１

船橋市 佐藤　純一 小児科 船橋市立医療センター 273-0853 船橋市金杉１－２１－１

船橋市 坂井　美穂 小児科 船橋市立医療センター 273-0853 船橋市金杉１－２１－１

船橋市 丹羽　淳子 小児科 船橋市立医療センター 273-0853 船橋市金杉１－２１－１

船橋市 島﨑　俊介 小児科 船橋市立医療センター 273-8588 船橋市金杉１－２１－１

船橋市 内山　薫 小児科 船橋市立医療センター 273-8588 船橋市金杉１－２１－１

船橋市 木谷　豊 小児科 船橋市立医療センター 273-0853 船橋市金杉１－２１－１

船橋市 安藤　健 消化器内科 船橋市立医療センター 273-0853 船橋市金杉１－２１－１

船橋市 笠松　伸吾 消化器内科 船橋市立医療センター 273-8588 船橋市金杉１－２１－１

船橋市 関　厚佳 消化器内科 船橋市立医療センター 273-0853 船橋市金杉１－２１－１

船橋市 小林　照宗 消化器内科 船橋市立医療センター 273-0853 船橋市金杉１－２１－１

船橋市 水本　英明 消化器内科 船橋市立医療センター 273-0853 船橋市金杉１－２１－１

船橋市 石井　清文 消化器内科 船橋市立医療センター 273-8588 船橋市金杉１－２１－１

船橋市 東郷　聖子 消化器内科 船橋市立医療センター 273-0853 船橋市金杉１－２１－１

船橋市 茂木　健司 心臓血管外科 船橋市立医療センター 273-0853 船橋市金杉１－２１－１

船橋市 清水　英樹 腎臓内科 船橋市立医療センター 273-8588 船橋市金杉１－２１－１
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船橋市 高瀬　完 整形外科 船橋市立医療センター 273-0853 船橋市金杉１－２１－１

船橋市 鮫田　寛明 整形外科 船橋市立医療センター 273-0853 船橋市金杉１－２１－１

船橋市 三村　雅也 整形外科 船橋市立医療センター 273-0853 船橋市金杉１－２１－１

船橋市 染谷　幸男 整形外科 船橋市立医療センター 273-0853 船橋市金杉１－２１－１

船橋市 矢野　斉 整形外科 船橋市立医療センター 273-8588 船橋市金杉１－２１－１

船橋市 河村　治清 代謝内科 船橋市立医療センター 273-8588 船橋市金杉１－２１－１

船橋市 坂田　治人 乳腺外科 船橋市立医療センター 273-8588 船橋市金杉１－２１－１

船橋市 根本　文夫 脳神経外科 船橋市立医療センター 273-0853 船橋市金杉１－２１－１

船橋市 新美　淳 脳神経外科 船橋市立医療センター 273-8588 船橋市金杉１－２１－１

船橋市 森脇　拓也 脳神経外科 船橋市立医療センター 273-8588 船橋市金杉１－２１－１

船橋市 内藤　博道 脳神経外科 船橋市立医療センター 273-0853 船橋市金杉１－２１－１

船橋市 畑山　和己 脳神経外科 船橋市立医療センター 273-0853 船橋市金杉１－２１－１

船橋市 丸　裕吾 皮膚科 船橋市立医療センター 273-8588 船橋市金杉１－２１－１

船橋市 宮川　健彦 皮膚科 船橋市立医療センター 273-0853 船橋市金杉１－２１－１

船橋市 七條　祐治 放射線診断科 船橋市立医療センター 273-0853 船橋市金杉１－２１－１

船橋市 杉本　克己 内科、小児科、外科 船橋行田クリニック 273-0044 船橋市行田３－２－２３

船橋市 鈴木　洋文 心療内科、精神科 医療法人同和会　高根台メンタルクリニック 274-0065 船橋市高根台1-2-2

船橋市 石原　淳治 リハビリテーション科 医療法人徳洲会　千葉徳洲会病院 274-8503 船橋市高根台２－１１－１

船橋市 池田　喜久子 リハビリテーション科 医療法人徳洲会　千葉徳洲会病院 274-8503 船橋市高根台２－１１－１

船橋市 アディクリスナ　ラマ 外科 医療法人徳洲会　千葉徳洲会病院 274-8503 船橋市高根台２－１１－１

船橋市 伊古田　正憲 外科 医療法人徳洲会　千葉徳洲会病院 274-8503 船橋市高根台２－１１－１

船橋市 小川　明子 外科 医療法人　沖縄徳洲会　千葉徳洲会病院 274-8503 船橋市高根台2-11-1

船橋市 村田　一平 外科 医療法人徳洲会　千葉徳洲会病院 274-8503 船橋市高根台２－１１－１

船橋市 太田　智之 外科 医療法人徳洲会　千葉徳洲会病院 274-8503 船橋市高根台２－１１－１

船橋市 鶴田　好彦 外科 医療法人徳洲会　千葉徳洲会病院 274-8503 船橋市高根台２－１１－１

船橋市 峯田　章 外科 医療法人徳洲会　千葉徳洲会病院 274-8503 船橋市高根台２－１１－１

船橋市 北里　憲司郎 外科 医療法人徳洲会　千葉徳洲会病院 274-8503 船橋市高根台２－１１－１

船橋市 尾下　陽大 緩和ケア内科 医療法人徳洲会　千葉徳洲会病院 274-8503 船橋市高根台２－１１－１

船橋市 石森　章太郎 呼吸器内科 医療法人徳洲会　千葉徳洲会病院 274-8503 船橋市高根台２－１１－１

船橋市 佐々木　寛 産婦人科 医療法人徳洲会　千葉徳洲会病院 274-8503 船橋市高根台２－１１－１

船橋市 古賀　敬史 循環器内科 医療法人徳洲会　千葉徳洲会病院 274-8503 船橋市高根台２－１１－１

船橋市 上田　修 循環器内科 医療法人徳洲会　千葉徳洲会病院 274-8503 船橋市高根台２－１１－１

船橋市 加納　宣康 消化器外科 医療法人沖縄徳洲会　千葉徳洲会病院 274-8503 船橋市高根台２－１１－１

船橋市 山本　栄篤 消化器内科 医療法人徳州会　千葉徳洲会病院 274-8503 船橋市高根台２－１１－１

船橋市 橋本　昌紀 心臓血管外科 医療法人徳洲会　千葉徳洲会病院 274-8503 船橋市高根台２－１１－１

船橋市 五十嵐　忠彦 内科 医療法人徳洲会　千葉徳洲会病院 274-8503 船橋市高根台２－１１－１

船橋市 光永　裕子 内科 医療法人　沖縄徳洲会　千葉徳洲会病院 274-8503 船橋市高根台2-11-1

船橋市 松村　祐志 内科 医療法人徳洲会　千葉徳洲会病院 274-8503 船橋市高根台２－１１－１

船橋市 沖山　幸一 脳神経外科 医療法人徳洲会　千葉徳洲会病院 274-8503 船橋市高根台２－１１－１

船橋市 佐藤　純子 脳神経外科 医療法人徳洲会　千葉徳洲会病院 274-8503 船橋市高根台２－１１－１

船橋市 皆川　英之 泌尿器科 医療法人徳洲会　千葉徳洲会病院 274-8503 船橋市高根台２－１１－１

船橋市 角谷　成紀 泌尿器科 医療法人徳洲会　千葉徳洲会病院 274-8503 船橋市高根台２－１１－１

船橋市 黒田　陽子 病理科 医療法人徳洲会　千葉徳洲会病院 274-8503 船橋市高根台２－１１－１

船橋市 山下　修位 婦人科 医療法人徳洲会　千葉徳洲会病院 274-8503 船橋市高根台２－１１－１

船橋市 河西　昌幸 放射線科 医療法人徳洲会　千葉徳洲会病院 274-8503 船橋市高根台２－１１－１

船橋市 森田　真紀恵 麻酔科 医療法人徳洲会　千葉徳洲会病院 274-8503 船橋市高根台２－１１－１

船橋市 渡邊　良彦 内科 医療法人社団　高根木戸診療所 274-0065 船橋市高根台４－２３－３

船橋市 荒川　信一郎 胃腸科外科 医療法人社団千葉秀心会　東船橋病院 274-0065 船橋市高根台４－２９－１

船橋市 辛　寿全 脳神経外科 医療法人社団千葉秀心会　東船橋病院 274-0065 船橋市高根台４－２９－１

船橋市 小山　善次 内科、消化器科、胃腸科 医療法人社団誠尽会　妹尾内科 274-0065 船橋市高根台６－２－２２ＳＸビル２Ｆ

船橋市 妹尾　恭一 内科、消化器科、胃腸科 医療法人社団誠尽会　妹尾内科 274-0065 船橋市高根台６－２－２２ＳＸビル２Ｆ

船橋市 大和　俊太 内科、呼吸器内科、小児科 やまと内科小児科クリニック 274-0065 船橋市高根台７－１２－１０

船橋市 北川　均 アレルギー科、眼科 医療法人社団昭和会　北川眼科クリニックふたわ 274-0807 船橋市咲が丘３－２５－３ミツヨシビル３階

船橋市 増田　大輔 内科、循環器科 医療法人社団星翔会　ななほしクリニック 274-0812 船橋市三咲２－１０－１フェニックス三咲１０３号室

船橋市 村上　和香奈 内科、放射線科 医療法人社団星翔会　ななほしクリニック 274-0812 船橋市三咲２－１０－１フェニックス三咲１０３号室

船橋市 玉元　弘次 内科、整形外科 医療法人社団　弘成会　コミュニティクリニックみさき 274-0812 船橋市三咲3-1-15

船橋市 松上　桂子 内科 松上医院 274-0812 船橋市三咲３－６－１０

船橋市 八木　正樹 精神科 医療法人社団千葉光徳会介護老人保健施設　みさきの郷 274-0812 船橋市三咲４－２３－１５

船橋市 中島　修一 眼科 三咲眼科 274-0812 船橋市三咲５－３３－５－２Ｆ

船橋市 林　伸一 内科、消化器科、外科 ならしの内科外科 274-0072 船橋市三山2-1-11

船橋市 小齊平　聖治 内科、呼吸器科 志村医院 274-0072 船橋市三山８－７－２

船橋市 山﨑　達之 消化器科、胃腸内科 医療法人社団怜慈会　山﨑内科外科クリニック 273-0045 船橋市山手１－１－３

船橋市 吉武　洋 耳鼻いんこう科 医療法人社団千葉白報会　総合クリニックドクターランド船橋 273-0045 船橋市山手１－１－８－１０１

船橋市 野村　亮介 消化器内科 医療法人社団千葉白報会　総合クリニック　ドクターランド船橋 273-0045 船橋市山手１－１－８－１０１

船橋市 山本　尚輝 整形外科 医療法人社団千葉白報会　総合クリニックドクターランド船橋 273-0045 船橋市山手１－１－８イオンモール船橋１階

船橋市 笹屋　一人 外科 医療法人社団　慈心会　青山病院 273-0001 船橋市市場4-21-8

船橋市 青山　賀茂 外科 医療法人社団　慈心会　青山病院 273-0001 船橋市市場4-21-8

船橋市 出浦　正倫 内科 医療法人社団　慈心会　青山病院 273-0001 船橋市市場4-21-8

船橋市 青山　南圭 内科 医療法人社団　慈心会　青山病院 273-0001 船橋市市場4-21-8

船橋市 鈴木　昭彦 内科 医療法人社団　慈心会　青山病院 273-0001 船橋市市場4-21-8
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船橋市 安井　山広 内科、呼吸器科 はさま駅前クリニック 274-0816 船橋市芝山１－４１－１フェリシアパレス１０２

船橋市 小西　裕美 内科 芝山医科歯科クリニック 274-0816 船橋市芝山４-１７-９

船橋市 下山　立志 内科、糖尿病内科　循環器内科　内分泌内科 しもやま内科 274-0816 船橋市芝山４－３３－５

船橋市 豊田　浩司 一般内科 医療法人社団永和会　南船橋クリニック 273-0013 船橋市若松２－６－１－１２１

船橋市 木下　正嘉 内科、アレルギー科、リウマチ科、小児科、皮膚科、リハビリテーション科 医療法人社団　永和会　南船橋クリニック 273-0013 船橋市若松2-6-1-121

船橋市 李　哲成 内科、内視鏡内科、消化器内科 ならしの消化器クリニック 274-0071 船橋市習志野５－１－９

船橋市 太田　忠治 内科 千葉西クリニック 274-0063 船橋市習志野台１－１０－１　エトワール石川１階

船橋市 山口　博 内科 千葉西クリニック 274-0063 船橋市習志野台１－１０－１エトワール石川１階

船橋市 田中　幸太郎 内科、外科、脳神経外科、皮膚科 医療法人社団　悠誠会　ファミリークリニック 274-0063 船橋市習志野台１－１１－４三和ビル１Ｆ

船橋市 新保　純 整形外科 医療法人社団純恵会　北習志野整形外科クリニック 274-0063 船橋市習志野台１－３８－１１北習志野メディカルプラザ１・２階

船橋市 今本　敬 泌尿器科 医療法人社団志永会　いまもと泌尿器科クリニック 274-0063 船橋市習志野台１－３８－１１北習志野メディカルプラザ４F

船橋市 吉田　順子 小児科 吉田小児科医院 274-0063 船橋市習志野台２－３４－１７

船橋市 飯田　伸子 眼科 医療法人社団幸伸会　長谷川眼科医院 274-0063 船橋市習志野台２－４９－７

船橋市 上村　敦子 眼科 北習志野眼科 274-0063 船橋市習志野台２－６－１

船橋市 北畠　俊顕 外科 医療法人成春会　北習志野花輪病院 274-0063 船橋市習志野台２－７１－１０

船橋市 奥山　耕一 外科、透析外科、消化器外科 医療法人成春会　北習志野花輪病院 274-0063 船橋市習志野台２－７１－１０

船橋市 木下　榮一 外科、透析外科、消化器外科 医療法人成春会　北習志野花輪病院 274-0063 船橋市習志野台２－７１－１０

船橋市 髙橋　系一 小児科 医療法人成春会　北習志野花輪病院 274-0063 船橋市習志野台２－７１－１０

船橋市 稲見　裕子 腎臓内科 北習志野花輪病院 274-0063 船橋市習志野台２－７１－１０

船橋市 根本　昌幸 整形外科 医療法人成春会　北習志野花輪病院 274-0063 船橋市習志野台2-71-10

船橋市 酒井　健介 整形外科 医療法人成春会　北習志野花輪病院 274-0063 船橋市習志野台２－７１－１０

船橋市 木下　潤一朗 糖尿病内科 北習志野花輪病院 274-0063 船橋市習志野台２－７１－１０

船橋市 藤井　猛土 膠原病内科 北習志野花輪病院 274-0063 船橋市習志野台２－７１－１０

船橋市 原田　貴之 内科、消化器内科 きたなら駅ビル内科クリニック 274-0063 船橋市習志野台3-1-1 エキタきたなら3F

船橋市 藤本　栄大 アレルギー科、皮膚科、小児皮膚科、美容皮膚科 ふじもと皮フ科クリニック 274-0063 船橋市習志野台3-1-1エキタきたなら3階

船橋市 山岡　孝 内科 山岡内科クリニック 274-0063 船橋市習志野台３－１３－２５－１０１

船橋市 関　正人 内科、小児科 せき内科クリニック 274-0063 船橋市習志野台４－３－８

船橋市 北條　貴子 内科、アレルギー科、呼吸器内科 医療法人社団　尚志会　北條内科クリニック 274-0063 船橋市習志野台6-15-16

船橋市 北條　裕 内科、消化器内科 医療法人社団尚志会　北條内科クリニック 274-0063 船橋市習志野台６－１５－１６

船橋市 北垣　毅 内科 医療法人社団北垣会　たけしファミリークリニック 274-0063 船橋市習志野台６－３－２５

船橋市 澤田　雅志 内科 医療法人社団白羽会　つばさ在宅クリニック 273-0862 船橋市駿河台１－３３－８コンフィデンス駿河台２０１

船橋市 永島　徳人 内科、泌尿器科 医療法人社団白羽会　つばさ在宅クリニック 273-0862 船橋市駿河台１－３３－８コンフィデンス駿河台２０１号

船橋市 石井　隆幸 内科、消化器科、小児科 さんいく会　ファミリークリニック 274-0064 船橋市松が丘1-5-4

船橋市 菱沼　留加 リウマチ科 医療法人社団うつぎ会　法典クリニック 273-0046 船橋市上山町１－１２８－１ルーラル拾弐番館２Ｆ

船橋市 加地　展之 形成外科 医療法人社団うつぎ会　法典クリニック 273-0046 船橋市上山町1-128-1ルーラル拾弐番館2F

船橋市 中村　公則 小児科 医療法人社団うつぎ会　法典クリニック 273-0046 船橋市上山町1-128-1ルーラル拾弐番館2F

船橋市 大木　一郎 消化器科 医療法人社団うつぎ会　法典クリニック 273-0046 船橋市上山町1-128-1ルーラル拾弐番館2F

船橋市 吉﨑　桃子 眼科 医療法人社団うつぎ会　法典クリニック 273-0046 船橋市上山町１－１２８－１ルーラル拾弐番館２階

船橋市 若月　冬樹 内科、小児科 医療法人社団　麒麟会　若葉クリニック 273-0046 船橋市上山町１－１５６－１

船橋市 野村　尚弘 内科 ウェルビーイング内科クリニック船橋法典 273-0046 船橋市上山町１－２０４－２

船橋市 遠藤　恒宏 内科、小児科、呼吸器内科、消化器内科、循環器内科 医療法人社団恒裕会　遠藤医院 274-0814 船橋市新高根２－１５－１１

船橋市 守田　英治 アレルギー科、皮膚科 守田皮フ科クリニック 274-0814 船橋市新高根６－３８－８

船橋市 松浦　葉子 眼科 まつうら眼科 274-0814 船橋市新高根６－３８－８

船橋市 岡野　義郎 眼科 まつうら眼科 274-0814 船橋市新高根６丁目３８番８号２０３

船橋市 髙橋　宏和 神経内科 医療法人社団　中條医院 274-0815 船橋市西習志野１－９－３０

船橋市 髙地　恭二 内科、循環器科 高地内科 274-0815 船橋市西習志野3-25-6

船橋市 横堀　直子 呼吸器内科 医療法人社団直仁会　横堀クリニック 274-0815 船橋市西習志野４－２０－１６

船橋市 重光　俊男 内科、整形外科 西船医院 273-0031 船橋市西船２－２１－１

船橋市 元田　親章 内科、循環器内科 つばさ在宅クリニック西船橋 273-0031 船橋市西船４－１１－８新三星西船ビル

船橋市 小林　禅 内科、神経内科 つばさ在宅クリニック西船橋 273-0031 船橋市西船４－１１－８新三星西船ビル

船橋市 神田　敏博 内科、泌尿器科 つばさ在宅クリニック西船橋 273-0031 船橋市西船４－１４－１２木村建設工業ビル７０１

船橋市 篠浦　拓 内科 医療法人社団　西船内科 273-0031 船橋市西船４－２３－８

船橋市 熊谷　正也 眼科 医療法人社団泰正会　くまがい眼科 273-0031 船橋市西船５－２６－２５－２０１

船橋市 林　直樹 内科、心療内科、精神科、呼吸器科、消化器科、循環器科、アレルギー科、小児科、リハビリテーション科 医療法人社団萌生会　東武塚田クリニック 273-0042 船橋市前貝塚町５６５－１２

船橋市 高橋　伸佳 脳神経内科 医療法人同和会　脳神経内科津田沼 274-0825 船橋市前原西２－１４－５榊原ビル７F

船橋市 佐伯　直勝 脳神経内科 医療法人同和会　脳神経内科津田沼 274-0825 船橋市前原西２-１４-５榊原ビル７Ｆ

船橋市 神田　武政 脳神経内科 医療法人同和会　脳神経内科津田沼 274-0825 船橋市前原西２－１４－５榊原ビル７階

船橋市 水谷　智彦 脳神経内科 医療法人同和会　脳神経内科津田沼 274-0825 船橋市前原西２－１４－５榊原ビル７階

船橋市 服部　孝道 脳神経内科 医療法人同和会　脳神経内科津田沼 274-0825 船橋市前原西２－１４－５榊原ビル７階

船橋市 鮫島　弘年 眼科 医療法人社団亘樹会　さめじま眼科 274-0825 船橋市前原西２－１９－１パルコＢ館４Ｆ

船橋市 萩原　徹 内科、小児科、消化器内科、内視鏡内科、呼吸器内科 医療法人社団　はぎわら内科クリニック 274-0825 船橋市前原西２－３３－１１

船橋市 鶴岡　淳 脳神経内科 医療法人社団俊景会　前原医院 274-0825 船橋市前原西３－２３－１１

船橋市 佐藤　雅彦 内科、外科 医療法人社団さとうクリニック 274-0825 船橋市前原西４－１７－１６

船橋市 佐藤　奈都子 内科、放射線科 医療法人社団さとうクリニック 274-0825 船橋市前原西４－１７－１６

船橋市 吉田　幸一郎 内科 医療法人社団康生会　吉田医院 274-0825 船橋市前原西6-1-23

船橋市 吉田　康太郎 内科 医療法人社団康生会　吉田医院 274-0825 船橋市前原西６－１－２３

船橋市 兼村　三千彦 内科 医療法人社団睦会　いけだ病院 274-0824 船橋市前原東1-6-4

船橋市 松岡　かおり 内科 医療法人社団睦会　いけだ病院 274-0824 船橋市前原東1-6-4

船橋市 仲野　敏彦 内科 医療法人社団睦会　いけだ病院 274-0824 船橋市前原東１－６－４

船橋市 井上　孝志 内科、外科 医療法人社団孝良会　井上クリニック 274-0824 船橋市前原東５－１３－４
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船橋市 田村　克彦 内科、リハビリテーション科 医療法人吉栄会下総病院 274-0075 船橋市滝台町94-22

船橋市 宗像　紳 神経内科、眼科 医療法人社団　幹紳会　むなかた内科・神経内科 274-0060 船橋市坪井東３－９－３

船橋市 上原　淳太郎 眼科 上原眼科クリニック 274-0060 船橋市坪井東３－９－３船橋日大駅前ビル２０２号室

船橋市 戸張　雅晴 内科、消化器科、外科、皮膚科、こう門科 戸張クリニック 274-0073 船橋市田喜野井７－３－１３

船橋市 大数加　光治 整形外科、リハビリテーション科 医療法人社団ＯＳ会　おおすか整形外科 273-0002 船橋市東船橋１－２２－８

船橋市 猪股　弘明 小児科 いのまたこどもクリニック 273-0002 船橋市東船橋１－３８－１－２０１

船橋市 大類　聡明 皮膚科 医療法人社団メディカルハート　なでしこ皮膚科クリニック 273-0002 船橋市東船橋1-38-1-2F

船橋市 杉山　誠 内科、腎臓内科 東船橋クリニック 273-0002 船橋市東船橋３－１７－１５

船橋市 有田　正明 内科、外科、呼吸器内科、消化器内科 有田クリニック 273-0002 船橋市東船橋3-33-3ストーンフィールドビル1F

船橋市 安西　由紀子 内科 安西クリニック 273-0002 船橋市東船橋４－２９－６

船橋市 濱里　一裕 内科 はまさと内科リウマチ膠原病クリニック 273-0002 船橋市東船橋４－３０－２

船橋市 坂本　俊哉 眼科 さかもと眼科 273-0002 船橋市東船橋４－３１－２０２階

船橋市 松本　敦夫 外科、整形外科、消化器外科 医療法人社団協和会　滝不動病院 274-0813 船橋市南三咲４－１３－１

船橋市 今井　康允 内科、肝臓内科、消化器内科 医療法人社団協和会　滝不動病院 274-0813 船橋市南三咲4-13-1

船橋市 平塚　淳 内科、循環器内科 医療法人社団　協和会　滝不動病院 274-0813 船橋市南三咲4-13-1

船橋市 堀　純直 脳神経外科 医療法人社団協和会　滝不動病院 274-0813 船橋市南三咲4-13-1

船橋市 伊藤　清治 内科、循環器内科 いとう内科循環器科ｸﾘﾆｯｸ 274-0823 船橋市二宮1-5-4

船橋市 長谷川　純 外科 ふたわ診療所 274-0805 船橋市二和東３－１６－１

船橋市 高橋　稔 内科 船橋二和病院附属ふたわ診療所 274-0805 船橋市二和東３－１６－１

船橋市 関口　麻理子 リハビリテーション科 船橋二和病院 274-0805 船橋市二和東５－１－１

船橋市 川名　智之 外科 船橋二和病院 274-0805 船橋市二和東５－１－１

船橋市 木下　裕子 外科 船橋二和病院 274-0805 船橋市二和東５－１－１

船橋市 鈴木　健紀 外科 船橋二和病院 274-0805 船橋市二和東５－１－１

船橋市 新保　和広 外科、小児外科 船橋二和病院 274-0805 船橋市二和東５－１－１

船橋市 鎌田　美保 産婦人科 船橋二和病院 274-0805 船橋市二和東５－１－１

船橋市 川瀬　史愛 産婦人科 船橋二和病院 274-0805 船橋市二和東５－１－１

船橋市 守月　理 循環器科 船橋二和病院 274-0805 船橋市二和東５－１－１

船橋市 佐藤　隆史 小児科 船橋二和病院 274-0805 船橋市二和東５－１－１

船橋市 細山　直人 小児科 社会医療法人社団　千葉県勤労者医療協会　船橋二和病院 274-0805 船橋市二和東５－１－１

船橋市 森田　昌男 小児科 船橋二和病院 274-0805 船橋市二和東５－１－１

船橋市 大前　綾 小児科 船橋二和病院 274-0805 船橋市二和東５－１－１

船橋市 板垣　貴史 小児科 船橋二和病院 274-0805 船橋市二和東５－１－１

船橋市 宮芝　章 整形外科 船橋二和病院 274-8506 船橋市二和東５－１－１

船橋市 大井　康二 整形外科 船橋二和病院 274-0805 船橋市二和東５－１－１

船橋市 戸田　治代 精神科 船橋二和病院 274-0805 船橋市二和東５－１－１

船橋市 関口　紗千 内科 船橋二和病院 274-0805 船橋市二和東５－１－１

船橋市 宮原　重佳 内科 船橋二和病院 274-0805 船橋市二和東５－１－１

船橋市 近藤　克則 内科 船橋二和病院 274-0805 船橋市二和東５－１－１

船橋市 小倉　享子 内科 船橋二和病院 274-0805 船橋市二和東５－１－１

船橋市 小林　隆信 内科 社会医療法人社団　千葉県勤労者医療協会　船橋二和病院 274-0805 船橋市二和東５－１－１

船橋市 松隈　英樹 内科 船橋二和病院 274-0805 船橋市二和東５－１－１

船橋市 池田　美佳 内科 船橋二和病院 274-0805 船橋市二和東５－１－１

船橋市 中川　統 内科 船橋二和病院 274-0805 船橋市二和東５－１－１

船橋市 渡邉　祐登 内科 社会医療法人社団　千葉県勤労者医療協会船橋二和病院 274-0805 船橋市二和東５－１－１

船橋市 白井　精一郎 内科 船橋二和病院 274-0805 船橋市二和東５－１－１

船橋市 尾崎　一成 内科 船橋二和病院 274-0805 船橋市二和東５－１－１

船橋市 平野　拓己 内科 社会医療法人社団　千葉県勤労者医療協会船橋二和病院 274-0805 船橋市二和東５－１－１

船橋市 柳澤　裕子 内科 社会医療法人社団千葉県勤労者医療協会　船橋二和病院 274-0805 船橋市二和東５－１－１

船橋市 廣瀬　裕太 内科 社会医療法人社団　千葉県勤労者医療協会　船橋二和病院 274-0805 船橋市二和東５－１－１

船橋市 齋藤　文雄 内科 船橋二和病院 274-0805 船橋市二和東５－１－１

船橋市 金親　香子 皮膚科 船橋二和病院 274-0805 船橋市二和東5-1-1

船橋市 豊澤　忠 内科、外科、消化器内科、肛門外科 医療法人社団　とよさわクリニック 274-0805 船橋市二和東6-12-2

船橋市 大田　希有子 循環器内科 山中医院 273-0851 船橋市馬込町９５２－８

船橋市 梶川　工 内科 かじかわ内科 274-0822 船橋市飯山満町1-832-5

船橋市 佐々木　裕 整形外科 医療法人社団紺整会船橋整形外科病院 274-0822 船橋市飯山満町１－８３３

船橋市 三浦　陽子 整形外科 船橋整形外科病院 274-0822 船橋市飯山満町１-８３３

船橋市 山浦　一郎 整形外科 医療法人社団紺整会　船橋整形外科病院 274-0822 船橋市飯山満町１-８３３

船橋市 小島敦 整形外科 医療法人社団紺整会　船橋整形外科病院 274-0822 船橋市飯山満町１－８３３

船橋市 松葉　友幸 整形外科 医療法人社団　紺整会　船橋整形外科病院 274-0822 船橋市飯山満町１-８３３

船橋市 上野　圭信 整形外科 医療法人社団紺整会船橋整形外科病院 274-0822 船橋市飯山満町１－８３３

船橋市 神谷　繁 整形外科 医療法人社団紺整会　船橋整形外科病院 274-0822 船橋市飯山満町１－８３３

船橋市 斉藤　康文 整形外科 船橋整形外科病院 274-0822 船橋市飯山満町１-８３３

船橋市 大内　純太郎 整形外科 船橋整形外科病院 274-0822 船橋市飯山満町１-８３３

船橋市 中北　吉厚 整形外科 医療法人社団紺整会　船橋整形外科病院 274-0822 船橋市飯山満町１－８３３

船橋市 辻嶋　直樹 整形外科 医療法人社団紺整会船橋整形外科病院 274-0822 船橋市飯山満町１－８３３

船橋市 東　秀隆 整形外科 船橋整形外科病院 274-0822 船橋市飯山満町１-８３３

船橋市 二宮　太志 整形外科 医療法人社団紺整会船橋整形外科病院 274-0822 船橋市飯山満町１－８３３

船橋市 白土　英明 整形外科 船橋整形外科病院 274-0822 船橋市飯山満町１-８３３

船橋市 畠山　健次 整形外科 船橋整形外科病院 274-0822 船橋市飯山満町１-８３３

船橋市 老沼　和弘 整形外科 船橋整形外科病院 274-0822 船橋市飯山満町１-８３３
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船橋市 濱田　博成 整形外科 医療法人社団紺整会船橋整形外科病院 274-0822 船橋市飯山満町１－８３３

船橋市 吉田　孝 眼科 船橋中央眼科 274-0822 船橋市飯山満町1-836-5

船橋市 須原　信平 精神科 医療法人同和会　千葉病院 274-0822 船橋市飯山満町２－５０８

船橋市 小松　尚也 精神科、神経科 医療法人　同和会　千葉病院 274-0822 船橋市飯山満町2-508

船橋市 松本　陽一 精神科、神経科 医療法人　同和会　千葉病院 274-0822 船橋市飯山満町2-508

船橋市 河井　健太郎 内科（内視鏡） 医療法人社団志友会　東京ベイサイドクリニック 273-8530 船橋市浜町２－１－１ららぽーとTOKYOBAY西館３F

船橋市 枝元　良広 外科 医療法人社団誠馨会　セコメディック病院 274-0053 船橋市豊富町６９６－１

船橋市 倉本　倫之介 耳鼻いんこう科 医療法人社団誠馨会　セコメディック病院 274-0053 船橋市豊富町６９６－１

船橋市 菅野　公彦 循環器内科 医療法人社団誠馨会　セコメディック病院 274-0053 船橋市豊富町６９６－１

船橋市 木下　良子 循環器内科 医療法人社団誠馨会　セコメディック病院 274-0053 船橋市豊富町６９６－１

船橋市 志田　勝義 消化器内科 医療法人社団誠馨会　セコメディック病院 274-0053 船橋市豊富町６９６－１

船橋市 田中　耕太郎 消化器内科 セコメディック病院 274-0053 船橋市豊富町６９６－１

船橋市 土屋　良成 消化器内科 医療法人社団 誠馨会 セコメディック病院 274-0053 船橋市豊富町６９６－１

船橋市 伊藤　一洋 腎臓内科 医療法人社団誠馨会　セコメディック病院 274-0053 船橋市豊富町６９６－１

船橋市 新貝　早百合 腎臓内科 医療法人社団誠馨会　セコメディック病院 274-0053 船橋市豊富町６９６－１

船橋市 岩本　柾澄 整形外科 医療法人社団誠馨会　セコメディック病院 274-0053 船橋市豊富町６９６－１

船橋市 宮山　祐 整形外科 医療法人社団誠馨会　セコメディック病院 274-0053 船橋市豊富町６９６－１

船橋市 黒川　壽久 整形外科 医療法人社団誠馨会　セコメディック病院 274-0053 船橋市豊富町６９６－１

船橋市 山崎　純司 整形外科 医療法人社団誠馨会　セコメディック病院 274-0053 船橋市豊富町６９６－１

船橋市 東納　重隆 内科 医療法人社団誠馨会セコメディック病院 274-0053 船橋市豊富町６９６－１

船橋市 山田　克己 内科、循環器科 セコメディック病院 274-0053 船橋市豊富町６９６－１

船橋市 泉本　一 脳・血管内科 医療法人社団誠馨会　セコメディック病院 274-0053 船橋市豊富町６９６－１

船橋市 新村　核 脳神経外科 医療法人社団誠馨会　セコメディック病院 274-0053 船橋市豊富町６９６－１

船橋市 星　誠一郎 脳神経外科 医療法人社団誠馨会　セコメディック病院 275-0053 船橋市豊富町６９６－１

船橋市 中崎　將 脳神経外科 医療法人社団誠馨会　セコメディック病院 274-0053 船橋市豊富町６９６－１

船橋市 南本　新也 脳神経外科 医療法人社団誠馨会　セコメディック病院 274-0053 船橋市豊富町６９６－１

船橋市 岡部　智 外科、消化器外科 医療法人社団協友会　船橋総合病院 273-0864 船橋市北本町１－１３－１

船橋市 島本　実 外科、消化器外科 医療法人社団協友会　船橋総合病院 273-0864 船橋市北本町１－１３－１

船橋市 伴　卓史朗 外科、消化器外科 医療法人社団協友会　船橋総合病院 273-0864 船橋市北本町１－１３－１

船橋市 國安　弘樹 外科、消化器外科 医療法人社団協友会　船橋総合病院 273-0864 船橋市北本町１－１３－１

船橋市 玉﨑　秀次 外科・消化器外科 医療法人社団協友会　船橋総合病院 273-0864 船橋市北本町１－１３－１

船橋市 小竹　修 眼科 医療法人社団協友会　船橋総合病院 273-0864 船橋市北本町１－１３－１

船橋市 三枝　弘志 救急科 医療法人社団協友会　船橋総合病院 273-0864 船橋市北本町１－１３－１

船橋市 小舛　修三 耳鼻いんこう科 医療法人社団協友会　船橋総合病院 273-0864 船橋市北本町１－１３－１

船橋市 中村　裕之 耳鼻いんこう科 医療法人社団協友会　船橋総合病院 273-0864 船橋市北本町１－１３－１

船橋市 髙橋　さとか 耳鼻いんこう科 医療法人社団協友会　船橋総合病院 273-0864 船橋市北本町１－１３－１

船橋市 杉山　祐公 循環器内科 医療法人社団協友会　船橋総合病院 273-0864 船橋市北本町１－１３－１

船橋市 榊原　方枝 小児科 医療法人社団協友会　船橋総合病院 273-0864 船橋市北本町１－１３－１

船橋市 山桐　範之 消化器内科 医療法人社団協友会　船橋総合病院 273-0864 船橋市北本町１－１３－１

船橋市 佐藤　統 整形外科 医療法人社団協友会　船橋総合病院 273-0864 船橋市北本町１－１３－１

船橋市 竹林　友美 整形外科 医療法人社団協友会　船橋総合病院 273-0864 船橋市北本町１－１３－１

船橋市 長田　義憲 整形外科 医療法人社団協友会　船橋総合病院 273-0864 船橋市北本町１－１３－１

船橋市 八田　哲 整形外科 医療法人社団協友会　船橋総合病院 273-0864 船橋市北本町１－１３－１

船橋市 山倉　昌之 内科 医療法人社団協友会　船橋総合病院 273-0864 船橋市北本町１－１３－１

船橋市 廣田　直 内科、呼吸器内科 医療法人社団協友会 船橋総合病院 273-0864 船橋市北本町１－１３－１

船橋市 渡邉　誠 内科、循環器内科 医療法人社団協友会 船橋総合病院 273-0864 船橋市北本町１－１３－１

船橋市 平川　旭人 内科、消化器内科 医療法人社団協友会　船橋総合病院 273-0864 船橋市北本町１－１３－１

船橋市 星野　将隆 内科、神経内科 医療法人社団協友会 船橋総合病院 273-0864 船橋市北本町１－１３－１

船橋市 佐藤　武志 内科、腎臓内科 船橋総合病院 273-0864 船橋市北本町１－１３－１

船橋市 笹原　由梨子 内科、糖尿病内科 医療法人社団協友会　船橋総合病院 273-0864 船橋市北本町１－１３－１

船橋市 山田　明 脳神経外科 医療法人社団協友会　船橋総合病院 273-0864 船橋市北本町１－１３－１

船橋市 浅沼　恵 脳神経外科 船橋総合病院 273-0864 船橋市北本町１－１３－１

船橋市 李　喆 脳神経外科 医療法人社団協友会　船橋総合病院 273-0864 船橋市北本町１－１３－１

船橋市 塩見　興 泌尿器科 医療法人社団協友会　船橋総合病院 273-0864 船橋市北本町１－１３－１

船橋市 松下　希 泌尿器科 医療法人社団協友会 船橋総合病院 273-0864 船橋市北本町１－１３－１

船橋市 石岡　淳一郎 泌尿器科 医療法人社団協友会　船橋総合病院 273-0864 船橋市北本町１－１３－１

船橋市 斎藤　守 眼科 医療法人社団さいとう眼科 273-0864 船橋市北本町１－３－１Ｋメディカルモール

船橋市 山本　真徳 整形外科 医療法人社団順徳会　下総中山整形外科クリニック 273-0035 船橋市本中山２－１０－１ミレニティ４Ｆ

船橋市 戸塚　秀子 眼科 戸塚眼科 273-0035 船橋市本中山２－１０－１ミレニティ中山４Ｆ

船橋市 戸塚　清一 眼科 戸塚眼科 273-0035 船橋市本中山2-10-1ミレニティ中山4F

船橋市 加藤　邦彦 内科 医療法人社団邦桜会　加藤内科クリニック 273-0035 船橋市本中山２－１０－１ミレニティ中山４階

船橋市 小島　広成 内科、消化器科、漢方内科 本中山クリニック 273-0035 船橋市本中山2-18-3カタンクローバービル1F

船橋市 武井　和夫 内科、消化器内科 武井クリニック 273-0035 船橋市本中山３－１９－１８

船橋市 野﨑　康嗣 眼科 みやけ眼科 273-0035 船橋市本中山３－２０－１３ステーションハイツ中山１０１号

船橋市 上野　雅資 消化器科 医療法人社団雅真会　小栗原クリニック 273-0035 船橋市本中山3-8-16

船橋市 上野　真弓 内科 医療法人社団雅真会　小栗原クリニック 273-0035 船橋市本中山３－８－１６

船橋市 佐藤　浩一 小児科 サンライズこどもクリニック 273-0035 船橋市本中山４－２２－１０中山メディカルスクエア１Ｆ

船橋市 中田　好則 リウマチ科、整形外科、リハビリテーション科 医療法人社団好整会　中田整形外科 273-0035 船橋市本中山４－２２－１０中山メディカルスクエア３Ｆ

船橋市 安間　芳秀 脳神経外科、内科 やすまクリニック 273-0005 船橋市本町１－５－３　マルホンビル３Ｆ

船橋市 瀧澤　泰伸 リウマチ・アレルギー内科 医療法人弘仁会　板倉病院 273-0005 船橋市本町２－１０－１
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船橋市 桃山　現 リウマチ科、整形外科 医療法人　弘仁会　板倉病院 273-0005 船橋市本町２－１０－１

船橋市 梶原　崇弘 外科 医療法人弘仁会　板倉病院 273-0005 船橋市本町２－１０－１

船橋市 久野　慎一 外科 医療法人弘仁会　板倉病院 273-0005 船橋市本町２－１０－１

船橋市 古川　力丸 外科 医療法人弘仁会　板倉病院 273-0005 船橋市本町２－１０－１

船橋市 森山　宣 外科 医療法人弘仁会　板倉病院 273-0005 船橋市本町２－１０－１

船橋市 中島　洋介 外科 医療法人弘仁会　板倉病院 273-0005 船橋市本町２－１０－１

船橋市 赤川　和弘 心療内科 医療法人弘仁会　板倉病院 273-0005 船橋市本町２－１０－１

船橋市 家永　敏樹 整形外科 医療法人弘仁会　板倉病院 273-0005 船橋市本町２－１０－１

船橋市 亀山　三郎 整形外科 医療法人弘仁会　板倉病院 273-0005 船橋市本町２－１０－１

船橋市 田中　秀和 整形外科 医療法人弘仁会　板倉病院 273-0005 船橋市本町２－１０－１

船橋市 鈴木　伸之 整形外科 医療法人弘仁会　板倉病院 273-0005 船橋市本町２－１０－１

船橋市 佐中　眞由実 糖尿病内科 医療法人　弘仁会　板倉病院 273-0005 船橋市本町２－１０－１

船橋市 小森谷　将一 内科、循環器内科 医療法人　弘仁会　板倉病院 273-0005 船橋市本町２－１０－１

船橋市 大久保　佳子 皮膚科 医療法人弘仁会　板倉病院 273-0005 船橋市本町２－１０－１

船橋市 安　学 婦人科 医療法人弘仁会　板倉病院 273-0005 船橋市本町２－１０－１

船橋市 髙木　康博 内科、循環器内科 医療法人社団　ヨゼフ会　高木医院 273-0005 船橋市本町2-26-24

船橋市 細川　ゆみ子 内科、皮膚科、漢方内科 医療法人社団　慈進会　ほそかわクリニック 273-0005 船橋市本町３－１３－２２

船橋市 田中　大 外科、こう門科 田中外科・肛門科クリニック 273-0005 船橋市本町３－３６－２８ホーメストビル４Ｆ

船橋市 稲次　忠介 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４－４０－８－１Ｆ

船橋市 寺田　伸一 形成外科、皮膚科 医療法人社団茉悠乃会　船橋ゆーかりクリニック 273-0005 船橋市本町５－３－５　伊藤ＬＫビル４階

船橋市 升田　吉雄 内科、外科 ますだ乳腺・甲状腺クリニック 273-0005 船橋市本町６－１－３メルファーレ船橋２Ｆ

船橋市 佐藤　悟郎 内科、消化器内科 医療法人社団ハーモニー　高良消化器内科クリニック 273-0005 船橋市本町６－１－３メルファーレ船橋２Ｆ

船橋市 秋池　太郎 内科、消化器内科 医療法人社団ハーモニー　高良消化器内科クリニック 273-0005 船橋市本町６－１－３メルファーレ船橋２Ｆ

船橋市 鈴木　泰俊 内科、消化器内科 医療法人社団ハーモニー　高良消化器内科クリニック 273-0005 船橋市本町６－１－３メルファーレ船橋２Ｆ

船橋市 佐藤　幸一 胃腸科、内視鏡内科、肛門外科 医療法人社団幸彩会　船橋肛門胃腸クリニック 273-0005 船橋市本町６－１８－５アサヒ船橋ビル２Ｆ

船橋市 市川　壮一郎 循環器内科 医療法人社団佑和会　いちかわクリニック 273-0005 船橋市本町６－２－２０ゼブラ船橋２，３F

船橋市 竹口　英文 整形外科 医療法人社団真英会　たけぐち整形外科 273-0005 船橋市本町６－４－１９Tメディカルビル

船橋市 中野　貴則 内科、人工透析内科 医療法人社団小羊会　船橋本町クリニック 273-0005 船橋市本町６－４－２４

船橋市 諏訪部　寿子 皮膚科 ふなばし皮膚科クリニック 273-0005 船橋市本町６－６－４船橋北口スクエアービル２Ｆ

船橋市 岩波　弘明 内科 医療法人社団千葉白報会　在宅クリニックドクターランド船橋 273-0005 船橋市本町７－１１－５KDX船橋ビル１階

船橋市 内山　正信 内科 医療法人社団千葉白報会　在宅クリニックドクターランド船橋 273-0005 船橋市本町７－１１－５ＫＤＸ船橋ビル１階

船橋市 梶原　麻実子 内科 医療法人弘仁会　板倉サテライトクリニック 273-0005 船橋市本町７－１－１船橋駅南口駅ビル５階

船橋市 蓮見　俊彰 形成外科 医療法人社団　船橋形成外科クリニック 273-0005 船橋市本町７－６－１船橋ツインビル東館６Ｆ

船橋市 上田　結花里 耳鼻いんこう科 医療法人社団　有心会　船橋駅前みみはなクリニック 273-0005 船橋市本町７－６－１船橋ツインビル東館６F

船橋市 野村　俊之 耳鼻いんこう科 医療法人社団　有心会　船橋駅前みみはなクリニック 273-0005 船橋市本町７－６－１船橋ツインビル東館６階

船橋市 篠田　暁与 内科、循環器内科、呼吸器内科 医療法人社団嘉恒会船橋駅前内科クリニック 273-0005 船橋市本町７－６－１東館６Ｆ

船橋市 土居　良康 内科、アレルギー科、呼吸器内科 土居内科医院 273-0036 船橋市本東中山１-１８-１０

船橋市 津田　裕紀子 消化器内科 医療法人社団青山会　船橋みなとクリニック 273-0011 船橋市湊町２－８－９

船橋市 峰岡　和仁 内科、循環器内科、呼吸器内科 医療法人社団航和会　峰岡クリニック 273-0011 船橋市湊町３－３－１８

船橋市 眞田　孝裕 整形外科、脳神経外科 医療法人社団山椒会　さなだクリニック 274-0077 船橋市薬円台５－４－３

船橋市 田村　浩三 内科、泌尿器科 医療法人社団　清心会　薬円台泌尿器科腎クリニック 274-0077 船橋市薬円台6-1-1　薬円台駅ビル3階

船橋市 荒木　俊行 内科、泌尿器科 医療法人社団清心会　薬園台泌尿器科腎クリニック 274-0077 船橋市薬円台６－１－１薬園台駅ビル３F

船橋市 林　真 眼科 薬円台眼科 274-0077 船橋市薬円台６－１４－３１

船橋市 酒井　真人 内科、泌尿器科 医療法人社団康春会　薬園台さかいクリニック 274-0077 船橋市薬円台６－６－２メディパーク薬円台２階

柏市 原　彰夫 内科、外科 つくしが丘医院 277-0072 柏市つくしが丘１－６－１

柏市 関根　康生 眼科 医療法人社団柏眼科クリニック 277-0852 柏市旭町１－１－５浜島ビル２Ｆ

柏市 鈴木　博史 内科、アレルギー科、リウマチ科 北柏鈴木クリニック 277-0812 柏市花野井４１０－４

柏市 中村　司 内科 医療法人社団昌擁会　柏フォレストクリニック 277-0042 柏市逆井４３７－２８

柏市 鈴木　貴雄 内科 医療法人社団聖秀会　聖光ヶ丘病院 277-0062 柏市光ヶ丘団地２－３

柏市 里　誠 眼科 医療法人社団聖秀会　聖光ヶ丘病院 277-0062 柏市光ケ丘団地２－３

柏市 高木　道人 整形外科 医療法人社団　聖秀会　聖光ヶ丘病院 277-0062 柏市光ケ丘団地2-3

柏市 関根　秀夫 内科 医療法人社団聖秀会聖光ヶ丘病院 277-0062 柏市光ケ丘団地２－３

柏市 吉村　聡史 内科 医療法人社団聖秀会聖光ヶ丘病院 277-0062 柏市光ケ丘団地2-3

柏市 吉田　宏志 内科 医療法人社団聖秀会　聖光ヶ丘病院 277-0062 柏市光ケ丘団地２－３

柏市 山田　明生 内科 医療法人社団聖秀会聖光ヶ丘病院 277-0062 柏市光ケ丘団地2-3

柏市 秋山　真一郎 内科 医療法人社団聖秀会　聖光ヶ丘病院 277-0062 柏市光ケ丘団地２－３

柏市 小原　康伸 内科 医療法人社団聖秀会　聖光ヶ丘病院 277-0062 柏市光ケ丘団地２－３

柏市 鈴木　亮 内科 医療法人社団聖秀会　聖光ヶ丘病院 277-0062 柏市光ケ丘団地２－３

柏市 内田　耕一 脳神経外科 医療法人社団聖秀会　聖光ヶ丘病院 277-0062 柏市光ケ丘団地２－３

柏市 山下　千聡 皮膚科 医療法人聖秀会　聖光ヶ丘病院 277-0062 柏市光ケ丘団地２－３

柏市 澤内　聡 内科、脳神経外科、リハビリテーション科 さわうちクリニック 277-0861 柏市高田５３２－３

柏市 真村　瑞子 内科、アレルギー科、リウマチ科 高柳医院 277-0941 柏市高柳１－１－１シャーメゾン高柳１０２A

柏市 中島　基博 内科、消化器科 医療法人社団博保会　中島クリニック 277-0941 柏市高柳１１４２－１

柏市 石川　紀行 内科、外科 高柳消化器内科外科 277-0941 柏市高柳４７１－１０

柏市 飯島　裕子 内科、小児科 飯島医院 277-0074 柏市今谷上町1-3

柏市 三好　研造 整形外科、形成外科 医療法人社団研仁会　柏新宿整形外科内科 277-0074 柏市今谷上町４５－２

柏市 長谷川　大輔 整形外科 柏はせがわ整形外科 277-0831 柏市根戸４６７－１０３　２階

柏市 星野　啓一 内科、呼吸器科 星野ファミリークリニック 277-0831 柏市根戸４６７－１０３北柏メディカルプラザ２F

柏市 髙橋　亮太 内科、小児科 ホームクリニック柏 277-0012 柏市桜台１－８

柏市 渡邊　紀彦 リウマチ膠原病アレルギー科 医療法人社団協友会　柏厚生総合病院 277-0862 柏市篠籠田６１７
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柏市 小山　基 外科 医療法人社団協友会　柏厚生総合病院 277-8551 柏市篠籠田６１７

柏市 松村　知憲 外科 医療法人社団協友会　柏厚生総合病院 277-8551 柏市篠籠田６１７

柏市 諏訪　達志 外科 柏厚生総合病院 277-0862 柏市篠籠田６１７

柏市 北村　謙太 外科 医療法人社団協友会　柏厚生総合病院 277-0862 柏市篠籠田６１７

柏市 山本　和弘 眼科 医療法人社団協友会　柏厚生総合病院 277-8551 柏市篠籠田617

柏市 神力　祐子 眼科 医療法人社団協友会　柏厚生総合病院 277-8551 柏市篠籠田６１７

柏市 松島　孝充 血液内科 医療法人社団協友会　柏厚生総合病院 277-8551 柏市篠籠田６１７

柏市 早川　仁 血液内科 柏厚生総合病院 277-8551 柏市篠籠田６１７

柏市 野守　裕明 呼吸器外科 医療法人社団協友会　柏厚生総合病院 277-0862 柏市篠籠田６１７

柏市 寺﨑　泰弘 呼吸器内科 柏厚生総合病院 277-8551 柏市篠籠田６１７

柏市 小山内　龍一 耳鼻いんこう科 医療法人社団協友会　柏厚生総合病院 277-0862 柏市篠籠田６１７

柏市 依田　真隆 循環器科、心臓血管外科 医療法人社団協友会　柏厚生総合病院 277-0862 柏市篠籠田６１７

柏市 新居田　登三治 循環器内科 医療法人社団協友会　柏厚生総合病院 277-8551 柏市篠籠田６１７

柏市 藤野　祐介 循環器内科 医療法人社団協友会　柏厚生総合病院 277-8551 柏市篠籠田６１７

柏市 荒木　和憲 小児科 医療法人社団協友会　柏厚生総合病院 277-0862 柏市篠籠田６１７

柏市 木下　由香里 小児科 医療法人社団協友会　柏厚生総合病院 277-8551 柏市篠籠田６１７

柏市 吉田　竜二 小児外科 医療法人社団協友会　柏厚生総合病院 277-0862 柏市篠籠田６１７

柏市 松井　徹 消化器内科 柏厚生総合病院 277-8551 柏市篠籠田６１７

柏市 松田　健二 消化器内科 医療法人社団協友会　柏厚生総合病院 277-8551 柏市篠籠田６１７

柏市 宮内　志昂 整形外科 医療法人社団協友会　柏厚生総合病院 277-8551 柏市篠籠田６１７

柏市 古川　剛 整形外科 医療法人社団協友会　柏厚生総合病院 277-8551 柏市篠籠田６１７

柏市 高澤　誠 整形外科 柏厚生総合病院 277-8551 柏市篠籠田６１７

柏市 船戸　貴宏 脊椎脊髄外科 医療法人社団協友会　柏厚生総合病院 277-8551 柏市篠籠田６１７

柏市 金澤　義丈 内科 柏厚生総合病院 277-8551 柏市篠籠田６１７

柏市 谷平　哲哉 内科 医療法人社団協友会　柏厚生総合病院 277-8551 柏市篠籠田617

柏市 藤岡　功 内科、血液内科 柏厚生総合病院 277-8551 柏市篠籠田６１７

柏市 秋山　直 内科、消化器科 医療法人社団協友会　柏厚生総合病院 277-8551 柏市篠籠田６１７

柏市 中澤　照夫 脳神経外科 柏厚生総合病院 277-0862 柏市篠籠田６１７

柏市 渡邉　慶吾 脳神経外科 医療法人社団　協友会　柏厚生総合病院 277-8551 柏市篠籠田６１７

柏市 市川　寛樹 泌尿器科 医療法人社団協友会　柏厚生総合病院 277-8551 柏市篠籠田６１７

柏市 小川　将宏 泌尿器科 医療法人社団協友会　柏厚生総合病院 277-8551 柏市篠籠田６１７

柏市 峯　嘉子 皮膚科 医療法人社団協友会　柏厚生総合病院 277-8551 柏市篠籠田６１７

柏市 鈴木　優毅 呼吸器内科 医療法人　社団協友会　柏厚生総合病院 277-8551 柏市篠籠田６１７番地

柏市 小﨑　浩一 外科 医療法人社団協友会　柏厚生総合病院 277-8551 柏市篠籠田６７１

柏市 大久保　至 内科 医療法人社団銀のくま　みんなのクリニック大久保 277-0862 柏市篠籠田９７７－１

柏市 武田　晋一郎 消化器内科 医療法人社団康喜会　辻仲病院柏の葉 277-0871 柏市若柴１７８－２　柏の葉キャンパス１４８街区６

柏市 大谷　泰介 外科 医療法人社団康喜会　辻仲病院柏の葉 277-0871 柏市若柴１７８－２柏の葉キャンパス１４８街区６

柏市 指山　浩志 消化器外科 医療法人社団康喜会　辻仲病院柏の葉 277-0871 柏市若柴１７８－２柏の葉キャンパス１４８街区６

柏市 鹿野　新吾 消化器外科 医療法人社団　康喜会　辻仲病院柏の葉 277-0871 柏市若柴１７８－２柏の葉キャンパス１４８街区６

柏市 小池　淳一 消化器外科 医療法人社団康喜会　辻仲病院柏の葉 277-0871 柏市若柴１７８－２柏の葉キャンパス１４８街区６

柏市 赤木　一成 消化器外科 医療法人社団康喜会　辻仲病院 柏の葉 277-0871 柏市若柴１７８－２柏の葉キャンパス１４８街区６

柏市 坪本　敦子 消化器外科 医療法人社団　康喜会　辻仲病院柏の葉 277-0871 柏市若柴１７８－２柏の葉キャンパス１４８街区６

柏市 堤　修 消化器外科 医療法人社団康喜会　辻仲病院柏の葉 277-0871 柏市若柴１７８－２柏の葉キャンパス１４８街区６

柏市 浜畑　幸弘 消化器外科 医療法人社団　康喜会　辻仲病院柏の葉 277-0871 柏市若柴１７８－２柏の葉キャンパス１４８街区６

柏市 下山　義博 消化器内科 医療法人社団康喜会　辻仲病院柏の葉 277-0871 柏市若柴１７８－２柏の葉キャンパス１４８街区６

柏市 竹内　健 消化器内科 医療法人社団康喜会　辻仲病院柏の葉 277-0871 柏市若柴１７８－２柏の葉キャンパス１４８街区６

柏市 樋口　良太 消化器内科 医療法人社団康喜会　辻仲病院柏の葉 277-0871 柏市若柴１７８－２柏の葉キャンパス１４８街区６

柏市 三木　健司 内科 医療法人社団　康喜会　辻仲病院柏の葉 277-0871 柏市若柴１７８－２柏の葉キャンパス１４８街区６

柏市 池田　晃彦 内科 医療法人社団康喜会　辻仲病院柏の葉 277-0871 柏市若柴１７８－２柏の葉キャンパス１４８街区６

柏市 塩見　誉 泌尿器科 医療法人社団　康喜会　辻仲病院柏の葉 277-0871 柏市若柴１７８－２柏の葉キャンパス１４８街区６

柏市 佐藤　俊和 泌尿器科 医療法人社団康喜会　辻仲病院柏の葉 277-0871 柏市若柴１７８－２柏の葉キャンパス１４８街区６

柏市 西澤　知佳 婦人科 医療法人社団　康喜会　辻仲病院柏の葉 277-0871 柏市若柴178-2柏の葉キャンパス148街区6

柏市 河内　泰 麻酔科 医療法人社団　康喜会　辻仲病院柏の葉 277-0871 柏市若柴178-2柏の葉キャンパス148街区6

柏市 太田　雪子 小児科 東葛医療福祉センター光陽園 277-0053 柏市酒井根２４

柏市 大島　郁子 小児科 東葛医療福祉センター光陽園 277-0053 柏市酒井根２４

柏市 池田　憲二 小児科 東葛医療福祉センター光陽園 277-0053 柏市酒井根２４

柏市 中村　仁 小児科 東葛医療福祉センター光陽園 277-0053 柏市酒井根２４

柏市 北條　彰 小児科 東葛医療福祉センター光陽園 277-0053 柏市酒井根２４

柏市 成島　健 内科、胃腸科、小児科、外科、整形外科、皮膚科、リハビリテーション科、循環器内科、消化器内科 ファミリークリニック成島 277-0826 柏市宿連寺関場２３－１

柏市 杉藤　正典 外科 医療法人社団葵会　柏たなか病院 277-0803 柏市小青田１－３－２

柏市 谷山　新次 外科 医療法人社団葵会　柏たなか病院 277-0803 柏市小青田１－３－２

柏市 渡辺　基信 外科、消化器外科、内視鏡科、乳腺科 医療法人社団葵会　柏たなか病院 277-0803 柏市小青田１－３－２

柏市 吉田　龍一 形成外科 医療法人社団葵会　柏たなか病院 277-0803 柏市小青田１－３－２

柏市 古部　暖 呼吸器内科 医療法人社団葵会　柏たなか病院 277-0803 柏市小青田１－３－２

柏市 中山　美香 内科 医療法人社団葵会　柏たなか病院 277-0803 柏市小青田１－３－２

柏市 小野寺　正和 内科、神経内科 医療法人社団葵会　柏たなか病院 277-0803 柏市小青田１－３－２

柏市 中條　敬人 脳神経外科 医療法人社団葵会　柏たなか病院 277-0803 柏市小青田１－３－２

柏市 入江　亮 脳神経外科 医療法人社団葵会　柏たなか病院 277-0803 柏市小青田１－３－２

柏市 飯塚　有応 脳神経外科、神経放射線科 医療法人社団葵会　柏たなか病院 277-0803 柏市小青田１－３－２

柏市 保坂　義雄 泌尿器科 医療法人社団葵会　柏たなか病院 277-0803 柏市小青田１－３－２
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柏市 吉田　賢 内科 医療法人知真会　かしわ内科クリニック 277-0803 柏市小青田３５－１

柏市 松本　明郎 内科 医療法人知真会　かしわ内科クリニック 277-0803 柏市小青田３５－１

柏市 土江　敏明 小児科 医療法人社団葵会　柏たなか病院 277-0803 柏市小青田７０－１東６５街区１

柏市 日下　雅文 内科 医療法人社団慈雅会　柏ハートクリニック 277-0835 柏市松ヶ崎９９－３

柏市 古村　雅利 内科 松葉町内科クリニック 277-0827 柏市松葉町２－１５－８よしいビル１階

柏市 野崎　忠信 内科、呼吸器科、消化器科、循環器科、アレルギー科、リウマチ科 野崎内科クリニック 277-0827 柏市松葉町３－２０－１２

柏市 大倉　充久 内科、小児科、外科、小児外科 おおくら医院 277-0084 柏市新柏1-13-10ニチイケアプラザ1F

柏市 坂本　敬子 糖尿病・代謝・内分泌内科 医療法人社団中郷会　新柏クリニック 277-0084 柏市新柏１－７

柏市 木村　敬太 内科 医療法人社団中郷会　新柏クリニック 277-0084 柏市新柏１－７

柏市 木村　靖夫 内科、腎臓内科 医療法人社団中郷会　新柏クリニック 277-0084 柏市新柏１－７

柏市 岸上　史士 外科 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 原田　有三 外科 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 森　健 外科 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 多田　訓子 外科 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 浅岡　丈治 眼科 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 菊池　和希 形成外科 社会医療法人蛍水会　名戸ヶ谷病院 277-0084 柏市新柏２－１－１

柏市 横山　純吉 耳鼻いんこう科、頭頚部外科 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 吉田　幸恵 小児科 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 石井　拓磨 小児科 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 岡田　麻里 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 高野　清豪 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 村上　明子 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 門脇　京子 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 井上　靖章 脳神経外科 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 橘髙　衛 脳神経外科 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 熊坂　明 脳神経外科 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 山﨑　研一 脳神経外科 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 松澤　和人 脳神経外科 社会医療法人社団蛍水会　名戸ケ谷病院 277-0084 柏市新柏２－１－１

柏市 大池　涼 脳神経外科 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 近藤　靖司 泌尿器科 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 登根　純子 皮膚科 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 柴田　匡幾 眼科 柏中央眼科 277-0856 柏市新富町１－２－３１

柏市 三枝　広文 神経内科 医療法人社団柏水会　初石病院 277-0885 柏市西原７－６－１

柏市 小宮山　佐 神経内科 医療法人社団柏水会　初石病院 277-0885 柏市西原７－６－１

柏市 今井　径介 精神科 医療法人社団柏水会　初石病院 277-0885 柏市西原７－６－１

柏市 大内　衆衛 精神科 医療法人社団柏水会　初石病院 277-0885 柏市西原７－６－１

柏市 尾髙　朋子 精神科 医療法人社団　柏水会　初石病院 277-0885 柏市西原7-6-1

柏市 服部　志保 精神科 医療法人社団 柏水会 初石病院 277-0885 柏市西原7-6-1

柏市 脇　紀彦 精神科 医療法人社団柏水会　初石病院 277-0885 柏市西原７－６－１

柏市 今津　修 内科、神経内科 医療法人社団柏水会　初石病院 277-0885 柏市西原７－６－１

柏市 師田　晴子 内科、神経内科 医療法人社団柏水会　初石病院 277-0885 柏市西原７－６－１

柏市 中村　淳子 内科、神経内科 医療法人社団柏水会　初石病院 277-0885 柏市西原７－６－１

柏市 唐﨑　三千代 内科、神経内科 医療法人社団柏水会　初石病院 277-0885 柏市西原７－６－１

柏市 本田　治久 内科、精神科、神経科、神経内科 初石病院 277-0885 柏市西原７－６－１

柏市 原　貴 リウマチ科、整形外科、リハビリテーション科 医療法人社団慶友会　原整形外科眼科 277-0025 柏市千代田１－２－４３

柏市 長谷川　誠一 内科 医療法人社団　聖秀会　サンクリニック 277-0052 柏市増尾台1-2-1

柏市 塚原　純 整形外科 塚原整形外科 277-0902 柏市大井1881-1

柏市 山本　晴康 リハビリテーション科 医療法人社団葵会　千葉・柏リハビリテーション病院 277-0902 柏市大井２６５１

柏市 妹尾　求哲 リハビリテーション科 医療法人社団葵会　千葉・柏リハビリテーション病院 277-0902 柏市大井２６５１

柏市 中澤　智佳 精神科 医療法人社団葵会　千葉・柏リハビリテーション病院 277-0902 柏市大井２６５１

柏市 成毛　大輔 内科、小児科 医療法人社団大榎会　柏れんげクリニック 277-0837 柏市大山台２－１６

柏市 柳沼　昌也 眼科 医療法人社団よつば会　やぎぬま眼科 277-0837 柏市大山台2-3-1モラージュ柏　PartⅠ　209

柏市 蔡　榮基 内科、循環器科 医療法人社団茂香会　花野井クリニック 277-0813 柏市大室１２１８－６

柏市 石橋　正樹 内科、外科 医療法人社団雄元会　東洋眼科･胃腸内科・外科 277-0921 柏市大津ヶ丘４－２５－２

柏市 小沼　宗心 内科 医療法人社団宗修会　小沼医院 277-0921 柏市大津ケ丘４－２８－１

柏市 小沼　心 内科、小児科 医療法人社団　宗修会　小沼医院 277-0921 柏市大津ケ丘4-28-1

柏市 藤原　剛 アレルギー科、耳鼻いんこう科 沼南耳鼻咽喉科アレルギー科医院 277-0922 柏市大島田３０５－５　２Ｆ

柏市 清水　純 内科、小児科 ぶるーむの風診療所 277-0085 柏市中原１８１７－１

柏市 荒川　友希 内科、外科 医療法人社団碧水会　南増尾クリニック 277-0054 柏市南増尾１－１４－１４

柏市 三木　誓雄 内科、外科 医療法人社団碧水会　南増尾クリニック 277-0054 柏市南増尾１－１４－１４

柏市 藤田　英伸 内科、外科、整形外科 医療法人社団碧水会　南増尾クリニック 277-0054 柏市南増尾１－１４－１４

柏市 吉岡　信二 内科、小児科 医療法人社団グッドヒルズ　よしおかファミリークリニック 277-0054 柏市南増尾２２８０

柏市 白石　一也 内科、神経科、脳神経外科、リハビリテーション科 医療法人碧水会　誠和クリニック 277-0054 柏市南増尾４－３－２８

柏市 中西　啓介 腎臓内科 医療法人社団子羊会　南柏駅前クリニック 277-0855 柏市南柏１－８－１６

柏市 金子　正志 内科 医療法人社団小羊会　南柏駅前クリニック 277-0855 柏市南柏１－８－１６

柏市 番　大和 内科、消化器内科、内視鏡内科、肝臓内科、胃腸内科 南柏消化器内科・内視鏡クリニック 277-0075 柏市南柏中央１－６宇佐美ビル２Ｆ

柏市 延澤　進 内科、胃腸科、外科 医療法人社団慈愛会　のぶさわ胃腸科クリニック 277-0075 柏市南柏中央２－９アイルスデール南柏

柏市 宇田川　友之 麻酔科、内科、整形外科 医療法人社団律友会　友ペインクリニック 277-0075 柏市南柏中央６－１　三上ビル２Ｆ

柏市 蓑輪　勝行 眼科 医療法人社団柏曜会　南柏アイクリニック 277-0075 柏市南柏中央６－３S５０９KING３０１

柏市 宮本　真実 内科 まえだクリニック 277-0005 柏市柏１－１－７池松ビル５F
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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 清水　恵 眼科 医療法人社団千尋会 しみず眼科 277-0008 柏市柏２－８－２０

柏市 笠原　香織 眼科 しみず眼科 277-1166 柏市柏２－８－２０　シミズビル２Ｆ

柏市 玉田　文子 神経内科 医療法人社団哲文会　玉田クリニック 277-0005 柏市柏３－９－１山崎ビル４０２

柏市 深町　信介 内科、外科、総合診療科 医療法人　深町病院 277-0005 柏市柏４－１０－１１

柏市 清水　光行 内科、循環器内科 天宣会循環器・睡眠呼吸クリニック 277-0005 柏市柏４－５－２１興善第２ビル３階

柏市 富田　康之 内科、アレルギー科、リウマチ科 医療法人社団康尚会　富田医院 277-0005 柏市柏４－６－１

柏市 田中　利和 整形外科 柏Ｈａｎｄクリニック 277-0005 柏市柏４－８－１柏東口金子ビル３階

柏市 新井　健広 消化器内視鏡内科 医療法人社団康喜会　辻仲柏クリニック 277-0005 柏市柏４－８－１柏東口金子ビル６階

柏市 青木　寧子 眼科 医療法人恵青会　あおき眼科クリニック 277-0005 柏市柏７－６－３２

柏市 村川　康子 アレルギー科、耳鼻いんこう科、気管食道科 医療法人社団宏生会　クリニック柏の葉 277-0882 柏市柏の葉３－１－３４

柏市 村川　壽 内科、アレルギー科、小児科 医療法人社団宏生会　クリニック柏の葉 277-0882 柏市柏の葉３－１－３４

柏市 湯田　淳一朗 血液腫瘍科 国立研究開発法人　国立がん研究センター東病院 277-0882 柏市柏の葉６－５－１

柏市 南　陽介 血液腫瘍科 国立研究開発法人　国立がん研究センター東病院 277-0882 柏市柏の葉６－５－１

柏市 柴田　祐司 呼吸器内科 国立がん研究センター東病院 277-8577 柏市柏の葉６－５－１

柏市 土井　俊彦 消化管内科 国立研究開発法人国立がん研究センター東病院 277-8577 柏市柏の葉６－５－１

柏市 西澤　祐吏 大腸外科 国立研究開発法人国立がん研究センター東病院 277-8577 柏市柏の葉６－５－１

柏市 大藤　洋介 リウマチ・膠原病内科 東京慈恵会医科大学附属柏病院 277-8567 柏市柏下１６３－１

柏市 浮地　太郎 リウマチ・膠原病内科 東京慈恵会医科大学附属柏病院 277-8567 柏市柏下１６３－１

柏市 伊藤　栄作 外科 東京慈恵会医科大学附属柏病院 277-8567 柏市柏下１６３－１

柏市 戸谷　直樹 外科 東京慈恵会医科大学附属柏病院 277-8567 柏市柏下１６３－１

柏市 秋葉　直志 外科 東京慈恵会医科大学附属柏病院 277-8567 柏市柏下１６３－１

柏市 成廣　哲史 外科 東京慈恵会医科大学附属柏病院 277-8567 柏市柏下１６３－１

柏市 藤岡　秀一 外科 東京慈恵会医科大学附属柏病院 277-8567 柏市柏下１６３－１

柏市 北川　和男 外科 東京慈恵会医科大学附属柏病院 277-8567 柏市柏下１６３－１

柏市 塚田　弘樹 感染症科 東京慈恵会医科大学附属柏病院 277-8567 柏市柏下１６３－１

柏市 吉田　正樹 眼科 東京慈恵会医科大学附属柏病院 277-8567 柏市柏下１６３－１

柏市 吉嶺　松洋 眼科 東京慈恵会医科大学附属柏病院 277-8567 柏市柏下１６３－１

柏市 後藤　聡 眼科 東京慈恵会医科大学附属柏病院 277-8567 柏市柏下１６３－１

柏市 溝渕　圭 眼科 東京慈恵会医科大学附属柏病院 277-8567 柏市柏下１６３－１

柏市 笹野　紘之 眼科 東京慈恵会医科大学附属柏病院 277-8567 柏市柏下１６３－１

柏市 大木　哲太郎 眼科 東京慈恵会医科大学附属柏病院 277-8567 柏市柏下１６３－１

柏市 中村　仁紀 眼科 東京慈恵会医科大学附属柏病院 277-8567 柏市柏下１６３－１

柏市 堀口　浩史 眼科 東京慈恵会医科大学附属柏病院 277-8567 柏市柏下１６３－１

柏市 奥野　憲司 救急科 東京慈恵会医科大学附属柏病院 277-0004 柏市柏下１６３-１

柏市 岸　慶太 形成外科 東京慈恵会医科大学附属柏病院 277-8567 柏市柏下１６３－１

柏市 積山　真也 形成外科 東京慈恵会医科大学附属柏病院 277-8567 柏市柏下１６３－１

柏市 藤田　吉彦 形成外科 東京慈恵会医科大学附属柏病院 277-8567 柏市柏下１６３－１

柏市 稲木　俊介 呼吸器内科 東京慈恵会医科大学附属柏病院 277-8567 柏市柏下１６３－１

柏市 戸根　一哉 呼吸器内科 東京慈恵会医科大学附属柏病院 277-8567 柏市柏下１６３－１

柏市 高木　正道 呼吸器内科 東京慈恵会医科大学附属柏病院 277-0004 柏市柏下１６３-１

柏市 合地　美奈 呼吸器内科 東京慈恵会医科大学附属柏病院 277-8567 柏市柏下１６３－１

柏市 宇田川　治彦 産婦人科 東京慈恵会医科大学附属柏病院 277-0004 柏市柏下１６３-１

柏市 駒崎　裕美 産婦人科 東京慈恵会医科大学附属柏病院 277-0004 柏市柏下１６３-１

柏市 高野　浩邦 産婦人科 東京慈恵会医科大学附属柏病院 277-8567 柏市柏下１６３－１

柏市 小曽根　浩一 産婦人科 東京慈恵会医科大学附属柏病院 277-0004 柏市柏下１６３-１

柏市 堀谷　まどか 産婦人科 東京慈恵会医科大学附属柏病院 277-8567 柏市柏下１６３－１

柏市 野口　大斗 産婦人科 東京慈恵会医科大学附属柏病院 277-8567 柏市柏下１６３－１

柏市 關　壽之 産婦人科 東京慈恵会医科大学附属柏病院 277-8567 柏市柏下１６３－１

柏市 伊藤　友祐 耳鼻いんこう科 東京慈恵会医科大学附属柏病院 277-8567 柏市柏下１６３－１

柏市 岡田　晋一 耳鼻いんこう科 東京慈恵会医科大学附属柏病院 277-8567 柏市柏下１６３－１

柏市 弦本　惟郎 耳鼻いんこう科 東京慈恵会医科大学附属柏病院 277-8567 柏市柏下１６３－１

柏市 高石　慎也 耳鼻いんこう科 東京慈恵会医科大学附属柏病院 277-8567 柏市柏下１６３－１

柏市 小林　俊樹 耳鼻いんこう科 東京慈恵会医科大学附属柏病院 277-8567 柏市柏下１６３－１

柏市 石垣　高志 耳鼻いんこう科 東京慈恵会医科大学附属柏病院 277-8567 柏市柏下１６３－１

柏市 鄭　雅誠 耳鼻いんこう科 東京慈恵会医科大学附属柏病院 277-8567 柏市柏下１６３－１

柏市 水成　陽介 耳鼻咽喉・頭頸部外科 東京慈恵会医科大学附属柏病院 277-8567 柏市柏下１６３－１

柏市 長岡　真人 耳鼻科 東京慈恵会医科大学附属柏病院 277-8567 柏市柏下１６３－１

柏市 伊藤　勇太 腫瘍・血液内科 東京慈恵会医科大学附属柏病院 277-8567 柏市柏下１６３－１

柏市 香取　美津治 腫瘍・血液内科 東京慈恵会医科大学附属柏病院 277-0004 柏市柏下１６３-１

柏市 西脇　嘉一 腫瘍・血液内科 東京慈恵会医科大学附属柏病院 277-0004 柏市柏下１６３-１

柏市 石井　敬人 腫瘍・血液内科 東京慈恵会医科大学附属柏病院 277-8567 柏市柏下１６３－１

柏市 増岡　秀一 腫瘍・血液内科 東京慈恵会医科大学附属柏病院 277-0004 柏市柏下１６３-１

柏市 桃木　真美子 腫瘍・血液内科 東京慈恵会医科大学附属柏病院 277-8567 柏市柏下１６３－１

柏市 福島　僚子 腫瘍・血液内科 東京慈恵会医科大学附属柏病院 277-8567 柏市柏下１６３－１

柏市 鈴木　一史 腫瘍・血液内科 東京慈恵会医科大学附属柏病院 277-8567 柏市柏下１６３－１

柏市 吉田　律 循環器内科 東京慈恵会医科大学附属柏病院 277-8567 柏市柏下１６３－１

柏市 久保田　健之 循環器内科 東京慈恵会医科大学附属柏病院 277-0004 柏市柏下１６３-１

柏市 宮永　哲 循環器内科 東京慈恵会医科大学附属柏病院 277-0004 柏市柏下１６３-１

柏市 小武海　公明 循環器内科 東京慈恵会医科大学附属柏病院 277-0004 柏市柏下１６３-１
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柏市 大木　理次 循環器内科 東京慈恵会医科大学附属柏病院 277-8567 柏市柏下１６３－１

柏市 柏木　雄介 循環器内科 東京慈恵会医科大学附属柏病院 277-8567 柏市柏下１６３－１

柏市 白崎　圭輔 循環器内科 東京慈恵会医科大学附属柏病院 277-8567 柏市柏下１６３－１

柏市 鳴井　亮介 循環器内科 東京慈恵会医科大学附属柏病院 277-8567 柏市柏下１６３－１

柏市 山﨑　幸太 小児科 東京慈恵会医科大学附属柏病院 277-8567 柏市柏下１６３－１

柏市 大場　温子 小児科 東京慈恵会医科大学附属柏病院 277-8567 柏市柏下１６３-１

柏市 南波　広行 小児科 東京慈恵会医科大学附属柏病院 277-0004 柏市柏下１６３-１

柏市 梅田　千里 小児科 東京慈恵会医科大学附属柏病院 277-8567 柏市柏下１６３－１

柏市 野々山　葉月 小児科 東京慈恵会医科大学附属柏病院 277-8567 柏市柏下１６３－１

柏市 和田　靖之 小児科 東京慈恵会医科大学附属柏病院 277-0004 柏市柏下１６３-１

柏市 髙畠　典子 小児科 東京慈恵会医科大学附属柏病院 277-0004 柏市柏下１６３-１

柏市 髙木　健 小児科 東京慈恵会医科大学附属柏病院 277-8567 柏市柏下１６３－１

柏市 伊藤　善翔 消化器・肝臓内科 東京慈恵会医科大学附属柏病院 277-0004 柏市柏下１６３-１

柏市 梶原　幹生 消化器・肝臓内科 東京慈恵会医科大学附属柏病院 277-8567 柏市柏下１６３－１

柏市 小井戸　薫雄 消化器・肝臓内科 東京慈恵会医科大学附属柏病院 277-8567 柏市柏下１６３－１

柏市 松本　喜弘 消化器・肝臓内科 東京慈恵会医科大学附属柏病院 277-8567 柏市柏下１６３－１

柏市 大草　敏史 消化器・肝臓内科 東京慈恵会医科大学附属柏病院 277-0004 柏市柏下１６３-１

柏市 渡邊　俊宗 消化器・肝臓内科 東京慈恵会医科大学附属柏病院 277-8567 柏市柏下１６３－１

柏市 内山　幹 消化器・肝臓内科 東京慈恵会医科大学附属柏病院 277-8567 柏市柏下１６３－１

柏市 鈴木　静香 消化器・肝臓内科 東京慈恵会医科大学附属柏病院 277-8567 柏市柏下１６３－１

柏市 中田　達也 消化器肝臓内科 東京慈恵会医科大学附属柏病院 277-8567 柏市柏下１６３－１

柏市 向井　泰司 神経内科 東京慈恵会医科大学附属柏病院 277-8567 柏市柏下１６３－１

柏市 作田　健一 神経内科 東京慈恵会医科大学附属柏病院 277-8567 柏市柏下１６３－１

柏市 谷口　洋 神経内科 東京慈恵会医科大学附属柏病院 277-0004 柏市柏下１６３-１

柏市 春原　浩太郎 腎臓・高血圧内科 東京慈恵会医科大学附属柏病院 277-8567 柏市柏下１６３－１

柏市 小松嵜　陽 腎臓・高血圧内科 東京慈恵会医科大学附属柏病院 277-8567 柏市柏下１６３－１

柏市 小川　恭平 腎臓・高血圧内科 東京慈恵会医科大学附属柏病院 277-8567 柏市柏下１６３－１

柏市 上田　莉紗 腎臓・高血圧内科 東京慈恵会医科大学附属柏病院 277-8567 柏市柏下１６３－１

柏市 清水　昭博 腎臓・高血圧内科 東京慈恵会医科大学附属柏病院 277-8567 柏市柏下１６３－１

柏市 池田　雅人 腎臓・高血圧内科 東京慈恵会医科大学附属柏病院 277-8567 柏市柏下１６３－１

柏市 白井　泉 腎臓・高血圧内科 東京慈恵会医科大学附属柏病院 277-8567 柏市柏下163-1

柏市 阿部　敏臣 整形外科 東京慈恵会医科大学附属柏病院 277-8567 柏市柏下１６３－１

柏市 稲垣　直哉 整形外科 東京慈恵会医科大学附属柏病院 277-0004 柏市柏下１６３－１

柏市 牛久　智加良 整形外科 東京慈恵医科大学附属柏病院 277-8567 柏市柏下１６３－１

柏市 秋山　昇士 整形外科 東京慈恵会医科大学附属柏病院 277-8567 柏市柏下１６３－１

柏市 曽雌　茂 整形外科 東京慈恵会医科大学附属柏病院 277-8567 柏市柏下１６３－１

柏市 岡部　究 精神神経科 東京慈恵会医科大学附属柏病院 277-8567 柏市柏下１６３－１

柏市 忽滑谷　和孝 精神神経科 東京慈恵会医科大学附属柏病院 277-0004 柏市柏下１６３-１

柏市 鮫島　大輔 精神神経科 東京慈恵会医科大学附属柏病院 277-8567 柏市柏下１６３－１

柏市 植草　朋子 精神神経科 東京慈恵会医科大学附属柏病院 277-8567 柏市柏下１６３－１

柏市 川上　正憲 精神神経科 東京慈恵会医科大学附属柏病院 277-8567 柏市柏下１６３－１

柏市 越智　小枝 総合診療科 東京慈恵会医科大学附属柏病院 277-8567 柏市柏下１６３－１

柏市 吉田　博 総合診療部 東京慈恵会医科大学附属柏病院 277-0004 柏市柏下１６３-１

柏市 三浦　靖彦 総合診療部 東京慈恵会医科大学附属柏病院 277-0004 柏市柏下１６３-１

柏市 政木　隆博 中央検査部 東京慈恵会医科大学附属柏病院 277-8567 柏市柏下１６３－１

柏市 安藤　精貴 糖尿病・代謝・内分泌内科 東京慈恵会医科大学附属柏病院 277-8567 柏市柏下１６３－１

柏市 原　興一郎 糖尿病・代謝・内分泌内科 東京慈恵会医科大学附属柏病院 277-8567 柏市柏下１６３－１

柏市 大橋　謙之亮 糖尿病・代謝・内分泌内科 東京慈恵会医科大学附属柏病院 277-8567 柏市柏下１６３－１

柏市 東條　克能 糖尿病・代謝・内分泌内科 東京慈恵会医科大学附属柏病院 277-0004 柏市柏下１６３-１

柏市 廣津　貴夫 糖尿病・代謝・内分泌内科 東京慈恵会医科大学附属柏病院 277-8567 柏市柏下１６３－１

柏市 古谷　伸之 内科 東京慈恵会医科大学附属柏病院 277-0004 柏市柏下１６３-１

柏市 濱口　明彦 内科、腎臓・高血圧内科 東京慈恵会医科大学附属柏病院 277-0004 柏市柏下１６３-１

柏市 大橋　聡 脳神経外科 東京慈恵医科大学附属柏病院 277-8567 柏市柏下１６３－１

柏市 勅使川原　明彦 脳神経外科 東京慈恵会医科大学附属柏病院 277-8567 柏市柏下１６３－１

柏市 田中　俊英 脳神経外科 東京慈恵会医科大学附属柏病院 277-8567 柏市柏下１６３－１

柏市 府賀　道康 脳神経外科 東京慈恵会医科大学附属柏病院 277-8567 柏市柏下１６３－１

柏市 宮川　晋治 脳神経内科 東京慈恵会医科大学附属柏病院 277-8567 柏市柏下１６３－１

柏市 中田　遼志 脳神経内科 東京慈恵会医科大学附属柏病院 277-8567 柏市柏下１６３－１

柏市 三木　淳 泌尿器科 東京慈恵会医科大学附属柏病院 277-8567 柏市柏下１６３－１

柏市 遠藤　幸紀 皮膚科 東京慈恵会医科大学附属柏病院 277-8567 柏市柏下１６３－１

柏市 唐川　大 皮膚科 東京慈恵会医科大学附属柏病院 277-8567 柏市柏下１６３－１

柏市 福地　修 皮膚科 東京慈恵会医科大学附属柏病院 277-0004 柏市柏下１６３-１

柏市 榎　啓太朗 放射線科 東京慈恵会医科大学附属柏病院 277-8567 柏市柏下１６３－１

柏市 最上　拓児 放射線科 東京慈恵会医科大学附属柏病院 277-8567 柏市柏下１６３－１

柏市 宗友　洋平 放射線科 東京慈恵会医科大学附属柏病院 277-8567 柏市柏下１６３－１

柏市 清水　勧一朗 放射線科 東京慈恵会医科大学附属柏病院 277-0004 柏市柏下１６３-１

柏市 倉田　直樹 放射線科 東京慈恵会医科大学附属柏病院 277-0004 柏市柏下１６３-１

柏市 貞岡　俊一 放射線科 東京慈恵会医科大学附属柏病院 277-0004 柏市柏下１６３-１

柏市 本橋　健司 放射線科 東京慈恵会医科大学附属柏病院 277-8567 柏市柏下１６３－１

柏市 砂川　好光 放射線治療部 東京慈恵会医科大学附属柏病院 277-0004 柏市柏下１６３-１
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柏市 長谷川　譲 脳神経外科 東京慈恵会医科大学附属柏病院 277-8567 柏市柏下１６３番地１

柏市 栃木　悟 脳神経外科 東京慈恵会医科大学附属柏病院 277-8567 柏市柏下１６３番地１

柏市 加藤　秀紀 眼科 医療法人社団　天宣会　北柏リハビリ総合病院 277-0004 柏市柏下265

柏市 杉原　浩 神経内科 医療法人社団天宣会　北柏リハビリ総合病院 277-0004 柏市柏下265

柏市 伊藤　吉賢 整形外科 北柏リハビリ総合病院 277-0004 柏市柏下２６５

柏市 古谷　晋 整形外科 医療法人社団　天宣会　北柏リハビリ総合病院 277-0004 柏市柏下265

柏市 佐野　公司 内科 医療法人社団天宣会　北柏リハビリ総合病院 277-0004 柏市柏下２６５

柏市 小林　正之 内科 医療法人社団天宣会　北柏リハビリ総合病院 277-0004 柏市柏下265

柏市 平山　俊和 内科、脳神経内科 医療法人社団　天宣会　北柏リハビリ総合病院 277-0004 柏市柏下２６５

柏市 中野　史人 脳神経内科 北柏リハビリ総合病院 277-0004 柏市柏下２６５

柏市 加藤　一良 外科 医療法人社団順仁会　町クリニック 277-0004 柏市柏下字西３０６－１

柏市 古賀　友之 内科、外科 のぞみの花クリニック 277-0825 柏市布施１２１３－４

柏市 奥田　将史 外科 柏市立柏病院 277-0825 柏市布施１－３

柏市 織田　福一郎 外科 公益財団法人柏市医療公社　柏市立柏病院 277-0825 柏市布施１－３

柏市 野坂　俊壽 外科 柏市立柏病院 277-0825 柏市布施１-３

柏市 林　政澤 外科 柏市立柏病院 277-0825 柏市布施１-３

柏市 古瀬　悠 眼科 柏市立柏病院 277-0825 柏市布施１-３

柏市 輕部　央子 眼科 公益財団法人柏市医療公社　柏市立柏病院 277-0825 柏市布施１－３

柏市 木田　愛子 血液内科 柏市立柏病院 277-0825 柏市布施１－３

柏市 井上　信一郎 呼吸器内科 柏市立柏病院 277-0825 柏市布施１－３

柏市 柴田　翔 呼吸器内科 柏市立柏病院 277-0825 柏市布施１－３

柏市 杉原　潤 呼吸器内科 柏市立柏病院 277-0825 柏市布施１－３

柏市 田坂　有理 呼吸器内科 公益財団法人柏市医療公社　柏市立柏病院 277-0825 柏市布施１－３

柏市 土井　将史 呼吸器内科 公益財団法人柏市医療公社　柏市立柏病院 277-0825 柏市布施１－３

柏市 小林　和郎 循環器内科 柏市立柏病院 277-0825 柏市布施１-３

柏市 大東　寛和 循環器内科 柏市立柏病院 277-0825 柏市布施１-３

柏市 飯田　啓太 循環器内科 柏市立柏病院 277-0825 柏市布施１－３

柏市 奥津　美夏 小児科 柏市立柏病院 277-0825 柏市布施１-３

柏市 中島　啓介 小児科 柏市立柏病院 277-0825 柏市布施１－３

柏市 長妻　美沙子 小児科 柏市立柏病院 277-0825 柏市布施１-３

柏市 梅原　真帆 小児科 柏市立柏病院 277-0825 柏市布施１－３

柏市 木口　智之 小児科 公益財団法人柏市医療公社　柏市立柏病院 277-0825 柏市布施１－３

柏市 磯崎　岳 消化器内科 公益財団法人柏市医療公社　柏市立柏病院 277-0825 柏市布施１－３

柏市 沼田　真理子 消化器内科 柏市立柏病院 277-0825 柏市布施１－３

柏市 藤木　純子 消化器内科 柏市立柏病院 277-0825 柏市布施１－３

柏市 飯塚　泰弘 消化器内科 柏市立柏病院 277-0825 柏市布施１－３

柏市 飯塚　和絵 消化器内科 柏市立柏病院 277-0825 柏市布施１-３

柏市 望月　奈穂子 消化器内科 柏市立柏病院 277-0825 柏市布施１-３

柏市 酒井　英樹 消化器内科・肝臓内科 柏市立柏病院 277-0825 柏市布施１-３

柏市 亀谷　寛 神経内科 柏市立柏病院 277-0825 柏市布施１-３

柏市 森永　達夫 整形外科 柏市立柏病院 277-0825 柏市布施１-３

柏市 池川　直志 整形外科 柏市立柏病院 277-0825 柏市布施１-３

柏市 池田　修 整形外科 柏市立柏病院 277-0825 柏市布施１-３

柏市 南　徳彦 整形外科 柏市立柏病院 277-0825 柏市布施１-３

柏市 稲澤　健志 内分泌・代謝内科 柏市立柏病院 277-0825 柏市布施１-３

柏市 室岡　希 内分泌代謝内科 柏市立柏病院 277-0825 柏市布施１－３

柏市 水口　靖文 内分泌代謝内科 公益財団法人柏市医療公社　柏市立柏病院 277-0825 柏市布施１－３

柏市 川堀　健一 内分泌代謝内科 柏市立柏病院 277-0825 柏市布施１－３

柏市 大木葉　宣昭 内分泌代謝内科 柏市立柏病院 277-0825 柏市布施１-３

柏市 林　孝行 放射線科 柏市立柏病院 277-0825 柏市布施１-３

柏市 松倉　聡 外科 医療法人社団誠高会　おおたかの森病院 277-0863 柏市豊四季113

柏市 谷崎　裕志 外科 医療法人社団　誠高会　おおたかの森病院 277-0863 柏市豊四季113

柏市 田口　泰三 外科 医療法人社団　誠高会　おおたかの森病院 277-0863 柏市豊四季113

柏市 中村　さつき 呼吸器科 医療法人社団誠高会　おおたかの森病院 277-0863 柏市豊四季１１３

柏市 櫻井　将之 循環器科 医療法人社団誠高会　おおたかの森病院 277-0863 柏市豊四季１１３

柏市 髙鳥　仁孝 循環器内科 おおたかの森病院 277-0863 柏市豊四季１１３

柏市 安達　哲史 消化器科 医療法人社団　誠高会　おおたかの森病院 277-0863 柏市豊四季１１３

柏市 井上　武彦 心臓血管外科 医療法人社団誠高会　おおたかの森病院 277-0863 柏市豊四季１１３

柏市 山本　愛一郎 整形外科 医療法人社団　誠高会　おおたかの森病院 277-0863 柏市豊四季113

柏市 平野　圭一 内科 医療法人社団 清風会　平野医院 277-0071 柏市豊住１－１－４５

柏市 平野　江利香 内科 医療法人社団 清風会 平野医院 277-0071 柏市豊住１－１－４５

柏市 平野　清 内科 医療法人社団 清風会 平野医院 277-0071 柏市豊住１－１－４５

柏市 金子　秀実 内科、循環器科 医療法人社団　団心会　トヨガミクリニック 277-0858 柏市豊上町９－１

柏市 中川　貴則 眼科 北かしわ眼科 277-0832 柏市北柏１－１－３

柏市 須郷　正徳 整形外科、リハビリテーション科 医療法人社団共創会　北柏すごう整形外科 277-0832 柏市北柏３－１－２寺田ビル３階

柏市 中尾　正嗣 内科、腎臓内科 柏なかおクリニック 277-0832 柏市北柏３－５－３

柏市 澁谷　富雄 内科、小児科 医療法人社団聖山会　北柏ファミリークリニック 277-0832 柏市北柏５－３－３

柏市 染谷　美幸 眼科 医療法人社団英正会　ひまわり眼科 277-8550 柏市末広町１－１柏高島屋ステーションモールＳ館専門店８階

柏市 岡田　剛 小児科 医療法人聖峰会　岡田病院 277-0842 柏市末広町２－１０

柏市 大塚　俊子 小児科 医療法人聖峰会　岡田病院 277-0842 柏市末広町２－１０
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柏市 横山　利光 内科 医療法人聖峰会　岡田病院 277-0842 柏市末広町２－１０

柏市 岡田　敏英 内科 医療法人社団聖峰会　岡田病院 277-0842 柏市末広町２－１０

柏市 菊間　英樹 内科 医療法人 聖峰会 岡田病院 277-0842 柏市末広町2-10

柏市 中村　文昭 内科 医療法人聖峰会　岡田病院 277-0842 柏市末広町２－１０

柏市 家村　邦太郎 婦人科 医療法人聖峰会　岡田病院 277-0842 柏市末広町２－１０

柏市 斉藤　翔伍 内科、循環器科 柏駅前内科・皮ふ科 277-0842 柏市末広町４－１神崎ビル５階

柏市 斉藤　彬 皮膚科、美容皮膚科、小児皮膚科 柏駅前内科・皮ふ科 277-0842 柏市末広町４－１神崎ビル５階

柏市 安達　智江 皮膚科 社会医療法人社団蛍水会　名戸ヶ谷病院 277-0032 柏市名戸ケ谷６８７－４

柏市 山田　薫 内科 藤木医院 277-0843 柏市明原１－５－１４

柏市 山田　拓 内科 医療法人社団　藤木医院 277-0843 柏市明原１－５－１４

柏市 岸　真理 眼科 医療法人社団柏岸会　あけはら眼科 277-0843 柏市明原3-1-18

柏市 古田　達之 内科、外科、胃腸内科 医療法人社団双樹会　古田医院 277-0843 柏市明原３－８－２１

柏市 佐々木　淳 内科 医療法人社団悠翔会　悠翔会在宅クリニック柏 277-0843 柏市明原４－１０－１２

柏市 渡瀨　淳一郎 内科、緩和ケア内科 医療法人社団悠翔会　悠翔会在宅クリニック柏 277-0843 柏市明原４－１０－１２

柏市 田中　政道 内科 医療法人社団悠翔会　悠翔会在宅クリニック柏 277-0843 柏市明原４－１０－１２－１Ｆ

柏市 村林　亮 内科、緩和ケア内科 医療法人社団悠翔会　悠翔会在宅クリニック柏 277-0843 柏市明原４－１０－１２－１F


