
ＮＯ 圏域 市町村名 医療機関名 氏　名 郵便番号 所在地 勤務先ＴＥＬ

1 医療法人社団有相会 最成病院 清宮裕美 262-8506 千葉市花見川区柏井町800-1 043-258-1211

2 千葉市 医療法人社団誠馨会 千葉中央メディカルセンター 後藤いつ子 264-0017 千葉市若葉区加曽利町1835-1 043-232-3691

3 医療法人社団誠馨会 千葉中央メディカルセンター 谷村涼平 264-0017 千葉市若葉区加曽利町1835-1 043-232-3691

4 社会福祉法人勝曼会特別養護老人ホームバウムあすみの丘 深山あかね 264-0021 千葉市若葉区若松町88-1 043-312-8880

5 市川市 ＩＭＳグループ 医療法人財団明理会 行徳総合病院 外山 幸子 272-0103 本行徳5525-2 047-395-1151

6 医療法人社団輝生会 船橋市立リハビリテーション病院 亀山 笑美 273-0866 夏見台4-26-1 047-439-1200

7 医療法人社団千葉秀心会 東船橋病院 加藤 亜希子 274-0065 高根台4-29-1 047-468-0011

8 医療法人社団誠馨会 セコメディック病院 井上 千鶴代 274-0053 船橋市豊富町696-1 047-457-9900

9 医療法人　式場病院 川九　恵 272-0227 市川市国府台6-1-14 047-372-3567

10 船橋市 医療法人社団協友会 船橋総合病院 水島　和香子 273-0864 船橋市北本町1-13-1 047-425-1151

11 医療法人社団嬉泉会 大島記念嬉泉病院 山崎　綾乃 274-0812 船橋市三咲3-5-15 047-448-3330

12 医療法人弘仁会 板倉病院 大澤　律子 273-0005 船橋市本町2-10-1 047-431-2662

13 医療法人社団千葉秀心会 東船橋病院 佐方　早苗 274-0065 船橋市高根台4-29-1 047-468-0011

14 習志野市 医療法人社団保健会 谷津保健病院 志澤 萌子 275-0026 習志野市谷津4-6-16 047-451-6000

15 医療法人社団愛友会 津田沼中央総合病院 筒井　綾子 275-0026 習志野市谷津1-9-17 047-476-5111

16 社会福祉法人恩賜財団済生会 千葉県済生会習志野病院 吉田　恭子 275-8580 習志野市泉町1-1-1 047-473-1281

17 東京女子医科大学八千代医療センター 宇賀神 洋子 276-8524 大和田新田477-96 047-450-6000

18 医療法人社団心和会 八千代病院 本橋 賢一 276-0021 下高野549 047-488-1511

19 医療法人社団恵仁会 セントマーガレット病院 笠本 一恵 276-0022 上高野450 047-485-5111

20 医療法人社団恵仁会 セントマーガレット病院 榊原 綾 276-0022 上高野450 047-485-5111

21 医療法人社団恵仁会 セントマーガレット病院 近藤 由美 276-0022 上高野450 047-485-5111

22 医療法人社団恵仁会 セントマーガレット病院 内藤 浩代 276-0022 上高野450 047-485-5111

23 医療法人社団恵仁会 セントマーガレット病院 伊藤 佐和子 276-0022 上高野450 047-485-5111

24 医療法人社団恵仁会 セントマーガレット病院 小山内 夕美 276-0022 上高野450 047-485-5111

25 医療法人社団恵仁会 セントマーガレット病院 須貝 智津江 276-0022 上高野450 047-485-5111

26 鎌ケ谷市 医療法人社団ますお会 第２北総病院 郡司 貴未 273-0121 初富803 047-445-5552

27 一般社団法人巨樹の会 松戸リハビリテーション病院 佐藤 佳代 270-2232 和名ケ谷1009-1 047-703-1555

28 松戸市立福祉医療センター 東松戸病院 本沢 育子 270-2222 高塚新田123-13 047-391-5500

29 松戸市立福祉医療センター 東松戸病院 増田 綾子 270-2222 高塚新田123-13 047-391-5500

30 松戸市立福祉医療センター 東松戸病院 横田 明子 270-2222 高塚新田123-13 047-391-5500

31 松戸市立福祉医療センター 東松戸病院 田中 彩菜 270-2222 高塚新田123-13 047-391-5500

32 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 石島 広美 270-0022 栗ケ沢789-1 047-385-5566

33 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 白川 香世 270-0022 栗ケ沢789-1 047-385-5566

34 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 小澤 美樹 270-0022 栗ケ沢789-1 047-385-5566

35 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 坂本 昌子 270-0022 栗ケ沢789-1 047-385-5566
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36 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 日吉 そのみ 270-0022 栗ケ沢789-1 047-385-5566

37 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 林 紀代子 270-0022 栗ケ沢789-1 047-385-5566

38 松戸市立総合医療センター 髙 麻弥子 270-2296 松戸市千駄堀993-1 047-712-2511

39 松戸市立総合医療センター 河合 美幸 270-2296 松戸市千駄堀993-1 047-712-2511

40 松戸市立総合医療センター 畑中 美穂 270-2296 松戸市千駄堀993-1 047-712-2511

41 ＩＭＳグループ　医療法人財団明理会 新松戸中央総合病院 塚田　美南 270-0034 松戸市新松戸1-380 047-345-1111

42 松戸市立総合医療センター 大橋　里美 270-2296 松戸市千駄堀９９３－１ 047-712-2511

43 キッコーマン総合病院 石塚 昭子 278-0005 宮崎100 04-7123-5911

44 キッコーマン総合病院 本田 美香 278-0005 宮崎100 04-7123-5911

45 キッコーマン総合病院 染谷 亜希子 278-0005 宮崎100 04-7123-5911

46 キッコーマン総合病院 松坂 恵美 278-0005 宮崎100 04-7123-5911

47 キッコーマン総合病院 安部　芳 278-0005 野田市宮崎100 04-7123-5911

48 医療法人社団圭春会 小張総合病院 大滝 礼子 278-8501 横内29-1 04-7124-6666

49 医療法人社団真療会 野田病院 天野 澄代 270-0237 野田市中里1554-1 04-7127-3200

50 医療法人 深町病院 阿久津 裕美 277-0005 柏4-10-11 04-7164-0111

51 医療法人社団　葵会 柏たなか病院 岡部 恵子 277-0803 小青田1丁目3番地2 04-7131-2000

52 医療法人社団　葵会 柏たなか病院 押田 有希 277-0803 小青田1丁目3番地2 04-7131-2000

53 医療法人社団誠高会 おおたかの森病院 安岡 佐知子 277-0863 豊四季113 04-7141-1117

54 医療法人社団誠高会 おおたかの森病院 寺崎 涼佳 277-0863 豊四季113 04-7141-1117

55 医療法人社団曙会 流山中央病院 杉崎 良子 270-0114 東初石2-132-2 04-7154-5741

56 医療法人社団曙会 流山中央病院 山口 ゆかり 270-0114 東初石2-132-2 04-7154-5741

57 医療法人社団曙会 流山中央病院附属泉リハビリテーション病院 佐藤　理恵 270-0114 流山市おおたかの森北3-23-12 047-186-7560

58 医療法人社団曙会 流山中央病院附属泉リハビリテーション病院 石井　文子 270-0114 流山市おおたかの森北3-23-12 047-186-7560

59 我孫子市 医療法人社団康喜会 東葛辻仲病院 田村　松美 270-1168 我孫子市根戸946-1 047-184-9000

60 公益財団法人日産厚生会 佐倉厚生園病院 加藤 眞理子 285-0025 鏑木町320 043-484-2161

61 東邦大学医療センター佐倉病院 柳 友紀 285-8741 下志津564-1 043-462-8811

62 社会福祉法人聖隷福祉事業団 聖隷佐倉市民病院 齋藤　杏璃 285-8765 佐倉市江原台2-36-2 043-486-1151

63 医療法人社団聖仁会 白井聖仁会病院 吉川 亜紀 270-1426 笹塚3-25-2 047-491-3111

64 医療法人社団聖仁会 白井聖仁会病院 赤沼 文子 270-1426 笹塚3-25-2 047-491-3111

65 医療法人社団東光会 北総白井病院 中村 智恵子 270-1431 根325-2-1 047-492-1001

66 医療法人社団東光会 北総白井病院 岡田 友美 270-1431 根325-2-1 047-492-1001

67 医療法人社団東光会 北総白井病院 木村　むつみ 270-1431 白井市根325-2-1 0474-92-1001

68 銚子市 一般財団法人　銚子市医療公社 銚子市立病院 加瀬 満帆 288-0031 前宿町597 0479-23-0011

69 一般財団法人　銚子市医療公社 銚子市立病院 塚口 知美 288-0031 前宿町597 0479-23-0011

70 一般財団法人　銚子市医療公社 銚子市立病院 遠藤 淳 288-0031 前宿町597 0479-23-0011

71 一般財団法人　銚子市医療公社 銚子市立病院 澤 久美子 288-0031 前宿町597 0479-23-0011

72 旭市 地方独立行政法人 総合病院国保旭中央病院 大友　美香 289-2511 旭市イ1326 0479-63-8111

73 匝瑳市 国保匝瑳市民病院 押尾 美智恵 289-2144 八日市場イ1304 0479-72-1525
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74 国保匝瑳市民病院 穐田 倫子 289-2144 八日市場イ1304 0479-72-1525

75 国保匝瑳市民病院 郡司 智美 289-2144 八日市場イ1304 0479-72-1525

76 千葉県立佐原病院 大貫 美佐子 287-0003 佐原イ2285 0478-54-1231

77 千葉県立佐原病院 関本 理香 287-0003 佐原イ2285 0478-54-1231

78 千葉県立佐原病院 神澤 由佳 287-0003 佐原イ2285 0478-54-1231

79 千葉県立佐原病院 佐藤 由己子 287-0003 佐原イ2285 0478-54-1231

80 千葉県立佐原病院 金親 朱美 287-0003 佐原イ2285 0478-54-1231

81 千葉県立佐原病院 高橋　利恵 287-0003 香取市佐原イ2285 0478-54-1231

82
香取郡
多古町

国保多古中央病院 岩澤 育代 289-2241 多古388-1 0479-76-2211

83 国保多古中央病院 小山 綾香 289-2241 香取郡多古町多古388-1 0479-76-2211

84 茂原市 医療法人社団優仁会　鈴木神経科病院 藤平　里江 297-0029 茂原市高師82 0475-22-2211

85 公立長生病院 細谷 美香 299-4192 茂原市本納2777 0475-34-2121

86 医療法人社団東光会 茂原中央病院 関川　美代子 297-0035 茂原市下永吉796 0475-24-1191

87 医療法人社団東光会 茂原中央病院 田中　遥 297-0035 茂原市下永吉796 0475-24-1191

88 医療法人社団東光会 茂原中央病院 鈴木　歩美 297-0035 茂原市下永吉796 0475-24-1191

89 医療法人社団東光会 茂原中央病院 中村　由加利 297-0035 茂原市下永吉796 0475-24-1191

90 東金市 医療法人静和会　浅井病院 吉田 翔悟 283-8650 東金市家徳38-1 0475-58-5000

91 地方独立行政法人 さんむ医療センター 塚瀬 淑江 289-1326 成東167 0475-82-2521

92 地方独立行政法人 さんむ医療センター 田中 伊津美 289-1326 成東167 0475-82-2521

93 地方独立行政法人 さんむ医療センター 高橋 亜紀 289-1326 成東167 0475-82-2521

94 地方独立行政法人 さんむ医療センター 尾高 清恵 289-1326 成東167 0475-82-2521

95 いすみ市 いすみ医療センター 吉野 明美 298-0123 いすみ市苅谷1177 0470-86-2311

96 いすみ医療センター 浅野 めぐみ 298-0123 いすみ市苅谷1177 0470-86-2311

97 大網白里市立 国保大網病院 齋藤 留美 299-3221 富田884-1 0475-72-1121

98 大網白里市立 国保大網病院 杉下 三恵 299-3221 富田884-1 0475-72-1121

99 大網白里市立 国保大網病院 関川 京子 299-3221 富田884-1 0475-72-1121

100 大網白里市立 国保大網病院 山戸 利香 299-3221 富田884-1 0475-72-1121

101 医療法人社団鎮誠会 季美の森リハビリテーション病院 石川　真理子 299-3241 大網白里市季美の森南1-30-1 0475-71-3366

102 長生郡長柄町 医療法人社団聖光会 聖光会病院 酒井 雄次 297-0216 立鳥745-1 0475-35-5151

103 安房 館山市 医療法人徳洲会 館山病院 宇山　俊輔 294-0037 館山市長須賀196 0470-22-1122

104 鴨川市 医療法人明星会 東条病院 瀧口　享子 296-0044 鴨川市広場1615 0470-92-1207

105 君津 木更津市 医療法人社団邦清会 木更津東邦病院 神谷　香緒理 292-0036 木更津市菅生725-1 0438-98-8111

106 君津市 特定医療法人新都市医療研究会君津会 玄々堂君津病院 萩原　桂 299-1144 君津市東坂田4-7-20 043-952-2366

107 千葉県循環器病センター 服部 真弓 290-0512 鶴舞575 0436-88-3111

108 千葉県循環器病センター 小山　明日香 290-0512 市原市鶴舞575 0436-88-3111

109 帝京大学ちば総合医療センター 松下 純子 299-0111 姉崎3426-3 0436-62-1211

110 帝京大学ちば総合医療センター 竹内 美紀 299-0111 姉崎3426-3 0436-62-1211

111 帝京大学ちば総合医療センター 前田 亜紀子 299-0111 姉崎3426-3 0436-62-1211
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112 帝京大学ちば総合医療センター 原 恵理子 299-0111 姉崎3426-3 0436-62-1211

113 帝京大学ちば総合医療センター 渡邉　明美 299-0111 市原市姉崎3426-3 0436-62-1211

114 医療法人白百合会 市原鶴岡病院 永野　恵子 290-0206 市原市新堀955 0436-36-1511


