千葉県救急告示病院及び診療所一覧
平成30年8月1日現在
番号

病院名

郵便番号

住所地

1

千葉県がんセンター

〒260-8717 千葉市中央区仁戸名町666-2

2

独立行政法人国立病院機構千葉東病院

〒260-8712 千葉市中央区仁戸名町673

3

稲毛病院

〒263-0043 千葉市稲毛区小仲台6-21-3

4

医療法人社団創進会みつわ台総合病院

〒264-0021 千葉市若葉区若松町531-486

5

医療法人社団千葉いずみ会泉中央病院

〒265-0061 千葉市若葉区高根町964-42

6

千葉県救急医療センター

〒261-0012 千葉市美浜区磯辺3-32-1

7

独立行政法人国立病院機構千葉医療センター

〒260-8606 千葉市中央区椿森4-1-2

8

医療法人社団福生会斎藤労災病院

〒260-0005 千葉市中央区道場南1-12-7

9

医療法人社団普照会井上記念病院

〒260-0027 千葉市中央区新田町1-16

10 医療法人社団晴山会平山病院

〒262-0046 千葉市花見川区花見川1494-3

11 医療法人社団誠馨会千葉中央メディカルセンター

〒264-0017 千葉市若葉区加曽利町1835-1

12 医療法人社団翠明会山王病院

〒263-0002 千葉市稲毛区山王町166-2

13 千葉大学医学部附属病院

〒260-8677 千葉市中央区亥鼻1-8-1

14 医療法人社団親月会千葉中央外科内科

〒263-0016 千葉市稲毛区天台4-2-17

15 千葉県こども病院

〒266-0007 千葉市緑区辺田町579-1

16 医療法人浄光会千葉みなと病院

〒260-0024 千葉市中央区中央港1-29-1

17 医療法人社団有相会最成病院

〒262-8506 千葉市花見川区柏井町800-1

18 医療法人社団幸有会記念病院

〒262-0013 千葉市花見川区こてはし町77-3

19 社会医療法人社団健脳会千葉脳神経外科病院

〒263-0001 千葉市稲毛区長沼原町408

20 医療法人社団誠馨会千葉メディカルセンター

〒260-0842 千葉市中央区南町1-7-1

21 千葉市立海浜病院

〒261-0012 千葉市美浜区磯辺3-3１-1

22 医療法人柏葉会柏戸病院

〒260-0854 千葉市中央区長洲2-21-8

23 千葉市立青葉病院

〒260-0852 千葉市中央区青葉町1273-2

24 医療法人社団匡仁会梶田医院

〒264-0032 千葉市若葉区みつわ台４－１７－５

25 医療法人思誠会勝田台病院

〒276-0024 八千代市勝田622-2

26 医療法人社団碩成会島田台総合病院

〒276-0004 八千代市島田台887番地7

27 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

28 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

29 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

30 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

31 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

32 社会医療法人社団木下会鎌ケ谷総合病院

〒273-0121 鎌ヶ谷市初富929-6

33 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

34 社会医療法人社団千葉県勤労者社会医療協会船橋二和病院

〒274-0805 船橋市二和東5-1-1

35 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

36 医療法人社団成和会 山口病院

〒273-0031 船橋市西船5－24－2

37 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

38 船橋市立医療センター

〒273-8588 船橋市金杉1-21-1

39 医療法人社団慈心会青山病院

〒273-0001 船橋市市場4-21-8

40 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

41 独立行政法人地域医療推進機構船橋中央病院

〒273-8556 船橋市海神6-13-10

42 医療法人弘仁会板倉病院

〒273-0005 船橋市本町2-10-1

43 医療法人沖縄徳洲会千葉徳洲会病院

〒274-0065 船橋市高根台2-11-1

44 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

45 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

46 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

47 医療法人社団平静会大村病院

〒272-0023 市川市南八幡4-14-2

48 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

49 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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50 医療法人社団康栄会浦安病院

〒279-0002 浦安市北栄4-1-18

51 東京歯科大学市川総合病院

〒272-8513 市川市菅野5-11-13

52 学校法人国際医療福祉大学市川病院

〒272-0827 市川市国府台6－1－14

53 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

54 医療法人社団聖進会市川東病院

〒272-0001 市川市二俣2-14-3

55 医療法人社団やしの木会浦安中央病院

〒279-0021 浦安市東野3-4-14

56 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

57 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

58 医療法人社団誠馨会新東京病院

〒270-2232 松戸市和名ヶ谷1271

59 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

60 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1 運B14街区9

61 社会医療法人社団木下会千葉西総合病院

〒270-2251 松戸市金ヶ作107-1

62 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

63 医療法人社団博翔会五香病院

〒270-2213 松戸市五香8-40-1

64 医療法人社団清志会山本病院

〒270-0013 松戸市小金きよしヶ丘2-7-10

65 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

66 医療法人社団愛友会千葉愛友会記念病院

〒270-0161 流山市鯺ケ崎1-1

67 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

68 アビコ外科整形外科病院

〒270-1166 我孫子市我孫子4-22-22

69 我孫子つくし野病院

〒270-1164 我孫子市つくし野131-1

70 医療法人社団創造会平和台病院

〒270-1101 我孫子市布佐834-28

71 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

72 松戸市立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

73 柏市立柏病院

〒277-0825 柏市布施1-3

74 医療法人社団葵会柏たなか病院

〒277-0803 柏市小青田70番地1 東65街区1

75 医療法人社団康喜会辻仲病院柏の葉

〒277-0871 柏市若柴178-2

76 東京慈恵会医科大学附属柏病院

〒277-8567 柏市柏下163-1

77 医療法人深町病院

〒277-0005 柏市柏4-10-11

78 医療法人聖峰会岡田病院

〒277-0842 柏市末広町2-10

79 社会医療法人社団蛍水会名戸ヶ谷病院

〒277-0032 柏市名戸ヶ谷687-4

80 医療法人社団協友会柏厚生総合病院

〒277-8551 柏市篠籠田617

81 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

82 キッコーマン総合病院

〒278-0005 野田市宮崎100

83 医療法人社団圭春会小張総合病院

〒278-8501 野田市横内29-1

84 医療法人社団真療会野田病院

〒270-0237 野田市中里1554-1

85 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

86 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

87 東邦大学医療センター佐倉病院

〒285-8741 佐倉市下志津564-1

88 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

89 医慮法人鳳生会成田病院

〒286-0845 成田市押畑896

90 医療法人社団育誠會北総栄病院

〒270-1516 印旛郡栄町安食2421

91 日本医科大学千葉北総病院

〒270-1694 印西市鎌苅1715

92 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

93 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

94 千葉白井病院

〒270-1422 白井市復1439-2

95 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

96 日本赤十字社千葉県支部成田赤十字病院

〒286-0041 成田市飯田町90-1

97 医療法人社団光清会大日病院

〒284-0001 四街道市大日933

98 医療法人社団愛信会佐倉中央病院

〒285-0014 佐倉市栄町20-4

99 医療法人甲辰会海保病院

〒289-1115 八街市八街ほ386

100 医療法人三矢会八街総合病院

〒289-1115 八街市八街ほ137-1
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101 医療法人社団東光会北総白井病院

〒270-1431 白井市根325-2-1

102 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

103 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

104 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

105 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

106 国保多古中央病院

〒289-2241 香取郡多古町多古388-1

107 千葉県立佐原病院

〒287-0003 香取市佐原イ2285

108 国民健康保険小見川総合病院

〒289-0332 香取市南原地新田438

109 地方独立行政法人総合病院国保旭中央病院旭中央病院

〒289-2511 旭市旭市イ1326

110 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

111 医療法人積仁会島田総合病院

〒288-0053 銚子市東町5-3

112 国保匝瑳市民病院

〒289-2144 匝瑳市八日市場イ1304

113 東陽病院

〒289-1727 山武郡 横芝光町宮川12100

114 さんむ医療センター

〒289-1326 山武市成東167

115 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

116 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

117 大網白里市立国保大網病院

〒299-3221 大網白里市富田884-1

118 医療法人SHIODA塩田記念病院

〒297-0203 長生郡長柄町国府里550-1

119 医療法人社団三愛会君塚病院

〒297-0029 茂原市高師2-8

120 医療法人社団上総会山之内病院

〒297-0022 茂原市町保3

121 医療法人社団貴志会菅原病院

〒297-0021 茂原市高師町2-2-1

122 社会医療法人社団正朋会宍倉病院

〒297-0029 茂原市高師687

123 公立長生病院

〒299-4114 茂原市本納2777

124 医療法人社団謙聖会吉田外科内科

〒299-4501 いすみ市岬町椎木470

125 医療法人SHIODA塩田病院

〒299-5235 勝浦市出水1221

126 いすみ医療センター

〒298-0123 いすみ市苅谷1177

127 南房総市立富山国保病院

〒299-2204 南房総市平久里中1410-1

128 医療法人社団慶勝会赤門整形外科内科

〒294-0034 館山市沼1619

129 社会医療法人社団木下会館山病院

〒294-0037 館山市長須賀196

130 医療法人鉄蕉会亀田総合病院

〒296-8602 鴨川市東町929

131 鴨川市立国保病院

〒296-0112 鴨川市宮山233

132 医療法人明星会東条病院

〒296-0044 鴨川市広場1615

133 鋸南町国民健康保険鋸南病院

〒299-1902 安房郡鋸南町保田359

134 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

135 医療法人社団栄陽会東病院

〒293-0001 富津市大堀2114

136 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

137 国保直営総合病院君津中央病院

〒292-8535 木更津市桜井1010

138 医療法人萩仁会萩原病院

〒292-0056 木更津市木更津1-1-36

139 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

140 社会医療法人社団さつき会袖ヶ浦さつき台病院

〒299-0246 袖ヶ浦市長浦駅前5-21

141 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

142 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

143 帝京大学ちば総合医療センター

〒299-0111 市原市姉崎3426-3

144 千葉県循環器病センター

〒290-0512 市原市鶴舞575

145 医療法人鎗田病院

〒290-0056 市原市五井899

146 医療法人葵蓉会五井病院

〒290-0056 市原市五井5155

147 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

148 医療法人社団千寿雅会長谷川病院

〒290-0062 市原市八幡115-1

149 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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