
圏域 市町村名 医療機関名 氏名 郵便番号 電話番号

中央区 菫ホームクリニック 小田　行一郎 260-0021　 千葉市 中央区新宿2-16-20-401 043-204-5755

花見川区 介護老人保健施設　まくはりの郷 高山　秀一 262-0032 千葉市 花見川区幕張町5-405-2 043-272-2000

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

047-323-8070

石森整形外科・皮膚科医院 石森　義郎 272-0122 市川市 宝2-10-22 047-396-3241

中島整形外科 中島　一郎 272-0135 市川市 日之出4-18 047-390-2111

あいおいクリニック 村田　方見 272-0138 市川市 南行徳1-16-8 047-306-7878

あべ内科クリニック 安部　幹雄 272-0133 市川市 行徳駅前４-23-6 047-300-2277

いざなぎクリニック 齋藤　佳治 272-0837 市川市 堀之内3-23-13 047-372-3631

市川ケアクリニック 古野　茂一 272-0025 市川市 大和田3-1-21-1F 047-393-7737

伊藤内科医院 伊藤　勝仁 272-0021 市川市 八幡1-16-16 047-332-1151

浮谷クリニック 浮谷　勝郎 272-0032 市川市 大洲4-13-15 047-376-9966

うちだ内科クリニック 内田　睦郎 272-0138 市川市 南行徳3-1-2　宮崎ビル1 047-398-6500

大沢医院 大沢　勝三 272-0004 市川市 原木2-13-28 047-327-1023

大塚医院 大塚　智博 272-0021 市川市 八幡4-9-7 047-334-4549

おおわだ佐多クリニック 佐多　謙 272-0025 市川市 大和田3-25-8 047-377-1556

おおわだ内科呼吸器科 大和田　明彦 272-0023 市川市
南八幡4-7-13 　シャンポー
ル本八幡203

047-379-6661

おにたか武田クリニック 武田　有啓 272-0015 市川市 鬼高2-22-18 047-333-6160

尾林内科医院 尾林　紀雄 272-0035 市川市 新田4-12-13 047-377-2174

尾林内科医院 尾林　信子 272-0035 市川市 新田4-12-13 047-377-2174

柏の森クリニック 齊藤　彰 272-0812 市川市 若宮3-40-29 047-302-3888

上白土ハートクリニック 上白土　洋俊 272-0824 市川市 菅野1-7-13 047-325-7575

行徳中央病院 石田　順治 272-0135 市川市 日之出17-16 047-307-8321

木暮医院 元木　美和子 272-0814 市川市 高石神18-6 047-334-6590

小林医院 小林　靖幸 272-0815 市川市 北方1-9-14 047-334-2525

篠塚医院 篠塚　正彦 272-0823 市川市 東菅野1-5-2 047-322-5870

秀栄クリニック 岩澤　秀明 272-0021 市川市 八幡3-20-11  047-323-0100

田﨑クリニック 田﨑　達也 272-0021 市川市 八幡4-4-7 047-333-3800

玉井医院 玉井　勇太 272-0034 市川市 市川1-26-6 047-322-2067

土橋医院 土橋　正彦 272-0826 市川市 真間1-3-22 047-322-3205

半沢クリニック 半澤　隆 272-0034 市川市
市川4-5-10　国府台ステイ
ツ1F

047-372-4600

ふくざわ内科クリニック 福澤　健次 272-0035 市川市 新田4-7-9　勝ビル2F 047-393-6200

福田医院 中原　則昭 272-0022 市川市 鬼越2-1-7　福田ビル1F 047-334-4355

妙典内科クリニック 崔　馨 272-0115 市川市
富浜2-14-4　ヴァンテアン
302

047-307-6655

やすはら内科クリニック 安原　一彰 272-0034 市川市
市川2-1-1　パークノヴァ市
川101

047-325-8882

山本内科小児科 山本　みどり 272-0821 市川市 下貝塚1-17-8 047-371-0022

渡辺医院 渡辺　東也 272-0035 市川市 新田1-2-14 047-322-7159

いざなぎクリニック 福田　美絵子 272-0837 市川市 堀之内3-23-13 047-372-3631

おだなか医院 小田中　順 272-0021 市川市
八幡2-5-8　ガレリアサーラ
106

047-302-7691

北国分内科・皮膚科クリニック 小町谷　恭平 272-0837 市川市 堀之内3-28-25 047-300-7070

藤巻クリニック 藤巻　日出夫 272-0815 市川市 北方2-7-16 047-333-6351

市川医院 今泉　満 272-0034 市川市 市川1-8-1 047-322-4214

いなだクリニック 稲田　誠 272-0111 市川市 妙典4-3-10-201 047-358-2260

岩沢医院 大野　京子 272-0141 市川市 香取2-6-9 047-356-6220

上田医院 上田　聡 272-0835 市川市 中国分2-11-6-１F 047-372-1141

かわしま皮フ科 川島　淳子 272-0033 市川市 市川南1-10-1-204A 047-325-8884
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きし内科クリニック 岸　雅人 272-0025 市川市 大和田2-13-26 047-314-2001

国井整形外科 国井　光隆 272-0034 市川市 市川1-17-7 047-322-2622

越田医院 越田　緑介 272-0814 市川市 高石神35-8 047-334-2551

斎藤医院 斎藤　功 272-0832 市川市 曽谷6-24-26 047-372-4532

端野医院 端野　洋征 272-0021 市川市 八幡2-14-9 047-334-5845

なかさこ医院 中迫　明美 272-0133 市川市 行徳駅前2-17-2 047-399-6700

東菅野診療所 竹山　裕樹 272-0823 市川市 東菅野1-33-7 047-333-0318

ましずクリニック 益頭　尚典 272-0133 市川市 行徳駅前2-26-15-102 047-300-3201

森クリニック 森　秀樹 272-0023 市川市 南八幡4-15-19 047-376-5111

吉岡医院 吉岡　雅之 272-0034 市川市 市川2-28-15 047-326-7760

吉野内科・神経内科医院 吉野　英 272-0827 市川市 国府台3-3-16 047-374-0056

愛育レディースクリニック 水谷　敏郎 274-0071 船橋市 習志野5-8-16 047-476-1103

いけだ病院 松岡　かおり 274-0824 船橋市 前原東1-6-4 047-472-7171

まつうら内科 松浦　誠一 273-0031 船橋市
西船2-28-1　大日･西船ﾋﾞﾙ
2F

047-495-5225

岩田内科循環器科 岩田　次郎 273-0031 船橋市 西船4-12-10　早稲田13時ﾋﾞﾙ7F 047-432-7722

有田クリニック 有田　正明 273-0002 船橋市
東船橋3-33-3　ストーンフィール
ドビル1階

047-448-7111

有田クリニック 山形　敏之 273-0002 船橋市
東船橋3-33-3　ストーンフィール
ドビル1階

047-425-8663

遠藤医院 遠藤　恒宏 274-0814 船橋市 新高根2-15-11 047-463-9555

小栗原クリニック 上野　真弓 273-0035 船橋市 本中山3-8-16 047-333-5553

共立習志野台病院 笠井　あすか 274-0063 船橋市 習志野台4-13-16 047-466-3018

さなだクリニック 眞田　孝裕 274-0077 船橋市 薬円台6-3-2 047-496-1111

佐野医院 佐野　千寿子 273-0005 船橋市 本町3-3-7 047-422-2278

高木医院 高木　恒雄 273-0005 船橋市 本町2-26-24 047-431-2256

高根木戸診療所 渡邊　良彦 274-0065 船橋市 高根台4-23-3 047-466-2203

津田沼診療所 深沢　規夫 274-0825 船橋市 前原西2-9-11 047-479-2525

とよさわクリニック 豊澤　忠 274-0805 船橋市 二和東6-12-2 047-407-7155

深沢医院 小平　昌 274-0825 船橋市 前原西2-8-3 047-472-3039

船橋二和病院 新保　和広 274-0805 船橋市 二和東5-1-1 047-448-7111

船橋二和病院附属ふたわ診療所 高橋　稔 274-0805 船橋市 二和東3-16-1 047-448-7660

船橋二和病院附属ふたわ診療所 中川　統 274-0805 船橋市 二和東3-16-1 047-448-7660

船橋二和病院附属ふたわ診療所 名知　仁子 274-0805 船橋市 二和東3-16-1 047-448-7660

平安堂内科 久能　晃 274-0825 船橋市 前原西2-11-11 047-479-2013

むなかた内科・神経内科 宗像　紳 274-0060 船橋市 坪井東3-9-3　船橋日大駅前ビル2階 047-456-0234

吉田医院 吉田　幸一郎 274-0825 船橋市 前原西6-1-23 047-472-2905

若葉クリニック 若月　冬樹 273-0046 船橋市 上山町1-157-1 047-303-0800

安西クリニック 安西　由紀子 273-0002 船橋市 東船橋4-29-6 047-422-5036

いけだ病院 池田　佐嘉衛 274-0824 船橋市 前原東1-6-4 047-472-7171

志村医院 志村　達夫 274-0072 船橋市 三山8-7-2 047-472-7166

塚田皮膚科 山本　裕 273-0042 船橋市
前貝塚町565　東武塚田駅ビ
ル2F

047-438-9693

南浜診療所 矢野　光雄 273-0004 船橋市 南本町6-5 047-431-3717

コミュニティクリニックみさき 玉元　弘次 274-0812 船橋市 三咲3-1-15 047-440-1512

いとう内科循環器科クリニック 伊藤　清治 274-0823 船橋市 二宮1-5-4 047-465-2000

船橋市
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大島記念嬉泉病院 石川　清隆 274-0812 船橋市 三咲3-5-15 047-448-3330

松が丘診療所 斉藤　勝也 274-0064 船橋市 松が丘2-38-8 047-463-2125

同和会千葉病院 小松　尚也 274-0822 船橋市 飯山満町2-508 047-466-2176

鵜澤医院 鵜澤　龍一 274-0815 船橋市 西習志野4-23-3 047-464-6266

川本医院 川本　精一郎 274-0807 船橋市 咲が丘3-1-10 047-447-9155

西船医院 重光　俊男 273-0031 船橋市 西船2-21-1 047-495-3633

船橋市リハビリセンタークリニック 石原　茂樹 274-0822 船橋市 飯山満町2-519-3 047-468-2001

やすまクリニック 安間　芳秀 273-0005 船橋市 本町1-5-3 047-407-2111

船橋市立医療センター 鶴岡　淳 285-0858 船橋市 金杉1-21-1 047-438-3321

かすみクリニック 堀部　和夫 275-0022 習志野市 香澄2-9-9 047-453-2266

三橋病院 三橋　康夫 275-0002 習志野市 実籾2-21-1 047-472-8121

まきた内科医院 蒔田　隆二 275-0026 習志野市 谷津5-6-14 047-473-1510

吉岡医院 吉岡　敏江 275-0017 習志野市 藤崎6-15-16 047-472-8821

細川医院 細川　淑以 275-0012 習志野市 本大久保2-10-31 047-472-0591

山川医院 山川　隆 275-0011 習志野市 大久保4-10-17 047-472-1378

袖ケ浦西クリニック 田中　彰 275-0021 習志野市 袖ヶ浦1-7-4 047-452-1006

谷津パーク診療所 池田　由理子 275-0026 習志野市 谷津3-1-2-203 047-470-6222

津田沼医院 梶本　俊一 275-0016 習志野市 津田沼1-18-45 047-479-2611

津田沼中央総合病院
脳神経外科

砂田　荘一 275-0026 習志野市 谷津1-9-17 047-476-5111

幕張インター外科 佐藤　英樹 275-0021 習志野市 袖ヶ浦5-19-2 047-454-2388

クリニックあらい 荒井　清 275-0022 習志野市 香澄6-4-4 047-451-5005

習志野第一病院 萩原　雅司 275-0016 習志野市 津田沼5-5-25 047-454-1511

習志野第一病院 三橋　繁 275-0016 習志野市 津田沼5-5-25 047-454-1511

習志野第一病院 鎌田　尊人 275-0016 習志野市 津田沼5-5-25 047-454-1511

古川医院 古川　喜一郎 275-0011 習志野市 大久保2-14-20 047-475-2976

山田医院 山田　兆曜 275-0025 習志野市 秋津4-2-7 047-451-4131

千葉県済生会習志野病院 小林　智 275-0006 習志野市 泉町1-1-1 047-473-1281

千葉県済生会習志野病院 上司　郁男 275-0006 習志野市 泉町1-1-1 047-473-1281

津田沼中央総合病院 須田　明 275-0026 習志野市 谷津1-9-17 047-476-5111

豊﨑循環器内科クリニック 豊﨑　哲也 275-0011 習志野市 大久保1-23-8 047-470-3330

古川医院 古川　崇子 275-0011 習志野市 大久保2-14-20 047-475-2976

吉川耳鼻咽喉科医院 田原　篤 275-0016 習志野市 習志野市津田沼３ー３ー４ 047-474-0215

ハートクリニック村山 村山　太一 275-0014 習志野市 習志野市鷺沼３－２０－８ 047-452-2222

さとう内科医院 佐藤　一彦 276-0046 八千代市 大和田新田251 047-481-5115

にしで内科クリニック 西出　敏雄 276-0049 八千代市 緑が丘1-1106-5 047-450-5505

永康医院 葉山　哲夫 276-0032 八千代市 八千代台東1-6-11 047-484-1414

山口内科・循環器科クリニック 山口　義晴 276-0028 八千代市 勝田台北1-12-1 047-480-7500

長沼クリニック 長沼　信治 276-0031 八千代市 八千代台北6-11-9 047-487-6665

得本クリニック 得本　鋭也 276-0027 八千代市 村上1113-1　村上団地1-52 047-485-5644

武田整形外科医院 武田　浩一 276-0031 八千代市 八千代台北7-8-11 047-487-5110

セントマーガレット病院 新井　俊彦 276-0022 八千代市 上高野450 047-485-5111

中島外科胃腸内科医院 中島　志彦 276-0023 八千代市 勝田台4-36-6 047-483-2416

山本医院 和田　雅子 276-0045 八千代市 大和田860-9 047-484-2953

中嶋内科クリニック 中嶋　征男 276-0036 八千代市 高津850-134 047-459-2264

藤縄産婦人科医院 藤縄　和代 276-0045 八千代市 大和田291 047-482-2407

東葛南部

船橋市

習志野市

八千代市
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平野内科医院 平野　光彦 276-0032 八千代市 八千代台東4-14-7 047-483-9630

うのクリニック 宇野　史洋 276-0023 八千代市 勝田台2-12-9 047-481-1929

グリーンヒル鴻野クリニック 鴻野　雅司 276-0049 八千代市 緑が丘1-2-10 047-458-6130

こうづ整形外科・八千代画像センター 神津　教倫 276-0034 八千代市 八千代台西9-2-11 047-405-3021

むらた整形外科 村田　修二 276-0046 八千代市 大和田新田99 047-458-0078

めぐみ眼科 阿部　惠子 276-0046 八千代市 大和田新田76-40 047-457-5530

メディカルプラザ加瀬外科 加瀬眼科 加瀬　卓 276-0031 八千代市 八千代台北1-7-10 047-480-8111

加藤眼科 加藤　克彦 276-0023 八千代市 勝田台1-14-72 047-484-0406

山﨑内科 山﨑　康朗 276-0034 八千代市 八千代台西1-6-1 047-480-2722

秋葉眼科 篠崎　妙子 276-0023 八千代市 勝田台2-4-5 047-484-2151

新八千代病院 宮坂　敏幸 276-0015 八千代市 米本2167 047-488-3251

川島内科医院 川島　淳一 276-0023 八千代市 勝田台7-30-5 047-485-9109

大和田駅前クリニック 中屋　次郎 276-0045 八千代市 大和田305-1 047-481-5006

八千代西クリニック 熊野　裕司 276-0046 八千代市 大和田新田381-2 047-480-3800

川島内科医院 川島　柳太郎 276-0023 八千代市 勝田台7-30-3 047-485-9109

寺島整形外科医院 寺島　市郎 276-0045 八千代市 大和田860-12 047-482-0075

戸叶医院 戸叶　嘉明 276-0031 八千代市 八千代台北5-8-11 047-483-0877

ゆりのきクリニック 上田　哲郎 276-0043 八千代市 萱田2245 047-750-7555

ワコウクリニック 青嶌　和宏 276-0045 八千代市 大和田496-21 047-484-1338

鈴木耳鼻咽喉科医院 鈴木　弘康 276-0033 八千代市 八千代台南2-2-14 047-483-4434

東京女子医科大学八千代医療センター 新井田　達雄 276-0046 八千代市 大和田新田477-96 047-450-6000

もと脳神経・内科クリニック 多田　吾行 276-0034 八千代市 八千代台西9-2-9 047-405-7005

八千代病院 池崎　明 276-0021 八千代市 下高野549 047-488-1511

石川整形外科クリニック 石川　宏貴 273-0113 鎌ケ谷市 道野辺中央2-5-20 047-441-8818

いそのクリニック 磯野　敏夫 273-0106 鎌ケ谷市 南鎌ヶ谷1-5-27 047-498-5500

かまがや診療所 石川　広己 273-0112 鎌ケ谷市 東中沢1-15-61 047-446-3611

くぬぎ山内科医院 加藤　伸 273-0128 鎌ケ谷市 くぬぎ山4-2-40-106 047-388-5931

さらしな耳鼻咽喉科クリニック 更級　則夫 273-0122 鎌ケ谷市 東初富6-7-16-2F 047-443-3346

鎌ヶ谷整形外科・内科 重光　勇男 273-0123 鎌ケ谷市 南初富6-5-14 047-444-2236

仁愛医院 重光　茂栄 273-0113 鎌ケ谷市 道野辺中央1-10-46 047-442-0515

畑医院 畑　徹 273-0113 鎌ケ谷市 道野辺中央5-1-74 047-443-4051

堀江皮膚科医院 堀江　直茂 273-0101 鎌ケ谷市 富岡1-6-5 047-445-9888

宇野眼科 宇野　由美子 273-0101 鎌ケ谷市 富岡1-6-5 047-445-0767

大石内科胃腸科医院 大石　孝 273-0122 鎌ケ谷市 東初富6-7-16 047-498-5700

かまがや診療所 佐々木　孝子 273-0112 鎌ケ谷市 東中沢1-15-61 047-446-3611

のむらファミリークリニック 野村　直人 273-0107 鎌ケ谷市 新鎌ヶ谷1-18-5 047-401-3611

本田産婦人科 本田　孔久 273-0105 鎌ケ谷市 鎌ヶ谷1-5-79 047-446-0733

まるやま眼科 丸山　雅央 273-0103 鎌ケ谷市 丸山1-2-14 047-441-5633

和田耳鼻咽喉科 和田　直子 273-0122 鎌ケ谷市 東初富4-34-17 047-443-1113

鈴木整形外科 鈴木　弘祐 273-0013 鎌ケ谷市 道野辺中央4-17-10 047-445-5020

畑医院 畑　衛 273-0013 鎌ケ谷市 道野辺中央5-1-74 047-443-4051

浦安市 順風会小林クリニック 小林　澄子 279-0012 浦安市 入船1-4-1　ダイエービル6F 047-381-2200

えとう医院 江東　孝夫 279-0023 浦安市 高洲3-2-2 047-304-3300

クリニック米澤 米澤　洋介 279-0022 浦安市 今川1-1-40 047-721-7723

ベイシティクリニック 髙橋　久子 279-0012 浦安市
入船1-5-2　新浦安センター
ビルディング12F

047-381-2738

東葛南部

八千代市

鎌ケ谷市
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阿久津耳鼻咽喉科医院 阿久津　勉 279-0021 浦安市 富岡4-24-1 047-355-3387

浦安駅前クリニック 佐藤　孝彦 279-0002 浦安市 北栄1-13-13 047-380-2222

浦安外科胃腸科医院 森　文一 279-0002 浦安市 北栄4-21-15 047-354-5955

浦安中央病院 髙須　信美 279-0021 浦安市 富岡3-2-6 047-352-2115

海楽医院 青山　炎一 279-0003 浦安市 海楽2-35-12 047-353-8797

太田の里クリニック 太田　久朗 279-0041 浦安市 堀江1-13-33 047-304-1000

第２上田クリニック 上田　建 279-0004 浦安市 猫実3-18-17 047-304-5115

美浜クリニック 高橋　俊宏 279-0011 浦安市 美浜3-25-2 047-352-1218

髙木メンタルクリニック 髙木　一郎 279-0012 浦安市
入船4-9-27　ジェネシスビ
ル201

047-390-7223

ひまわりクリニック 山田　智子 279-0023 浦安市 高洲1-2-1 047-380-6660

あべメンタルクリニック 阿部　輝夫 279-0004 浦安市 猫実4-18-27サンライズビルⅡ6F 047-355-5335

落合クリニック 落合　康博 279-0002 浦安市 北栄1-16-18ケルンビル5F 047-351-4563

金子小児科クリニック 金子　雅文 279-0012 浦安市 入船1-4-1イオン新浦安店8F 047-381-2084

くまがわクリニック 熊川　均 279-0002 浦安市 北栄1-8-16 047-306-2881

新浦安こどもクリニック 内藤　茂樹 279-0012 浦安市 入船4-1-1新浦安中央ビル202 047-304-0888

波多野内科クリニック 波多野　等 279-0012 浦安市 入船4-5-5エスプラネード1F 047-381-2432

明海こどもクリニック 森田　昌雄 279-0014 浦安市 明海5-7-5ドクターズベイB 047-381-0777

たけだメンタルクリニック 武田　直己 271-0091 松戸市 本町14-18　3F 047-330-2006

ほっち医院 発地　美介 271-0092 松戸市 松戸 2044 047-362-2531

ゆりのきクリニック 佐丸　義夫 271-0046 松戸市 西馬橋蔵元町183 047-340-0231

わざクリニック 和座　一弘 271-0047 松戸市 西馬橋幸町13 047-309-1177

阿部クリニック 岩居　武 270-2254 松戸市 河原塚158-1 047-391-1800

恩田メディカルクリニック 恩田　浩明 271-0051 松戸市 馬橋1828 047-341-1265

栗原医院 赤松　順子 271-0077 松戸市 根本 453 047-362-3105

高木クリニック 高木　純人 271-0062 松戸市 栄町5-313 047-364-0979

高木クリニック 高木　浩人 271-0062 松戸市 栄町5-313 047-364-0979

山口内科クリニック 山口　卓秀 270-0021 松戸市 小金原7-26-11 047-340-5888

市場医院 市場　卓 270-0025 松戸市 中和倉161-5 047-342-1069

秋山ハートクリニック 金　載英 270-2223 松戸市 秋山68-1 047-330-9911

松戸外科内科クリニック 朴　相鉉 270-2218 松戸市 五香西5-3-13 047-311-5757

常盤平おひさまクリニック 林　鈞貴 270-2261 松戸市 常盤平2-24-2 047-711-7531

新東京クリニック松飛台 平田　忠 270-2215 松戸市 串崎南町27 047-384-3111

西村内科循環器科 西村　健司 270-2242 松戸市 仲井町3-79-2 047-369-1011

石島医院 石島　秀紀 271-0065 松戸市 南花島2-27-3 047-367-2131

早川整形外科クリニック 早川　徹 271-0064 松戸市 上本郷436 047-308-6555

大久保医院 鈴木　麻美 270-0013 松戸市 小金きよしヶ丘1-13-6 047-342-1076

大須整形外科医院 大須　英夫 270-2242 松戸市 仲井町2-136-1 047-366-1480

丹野内科・循環器科 丹野　文博 271-0091 松戸市 本町12-15-501 047-308-2830

島村トータル・ケア・クリニック 島村　善行 270-2241 松戸市 松戸新田21-2 047-308-5546

稔台斎藤クリニック 斎藤　一郎 270-2241 松戸市 松戸新田597 047-330-2300

門野診療所 門野　衛一郎 270-2261 松戸市 常盤平1-14-1 047-384-9639

柳澤医院 柳澤　正敏 271-0068 松戸市 古ヶ崎803 047-364-1300

立原医院 立原　弘章 271-0092 松戸市 松戸1330 047-331-1811

脇坂内科クリニック 脇坂　啓介 271-0051 松戸市 馬橋1770-1-1F 047-700-5572

あおぞら診療所 川越　正平 271-0074 松戸市 緑ヶ丘2-357 047-369-1248

東葛北部

松戸市

東葛南部

松戸市
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旭神経内科リハビリテーション病院 旭　俊臣 270-0022 松戸市 栗ヶ沢789-1 047-385-5566

一条会クリニック 髙橋　亨 270-2224 松戸市 大橋415-1 047-372-5111

宇野医院 宇野　元規 270-2251 松戸市 金ケ作408-280 047-386-4822

大谷口医院 吉永　玲子 270-0032 松戸市 新松戸北1-3-8 047-341-1125

奥隅医院 奥隅　廣人 271-0074 松戸市 緑ヶ丘2-285 047-362-1825

おのクリニック 小野　和則 270-0034 松戸市 新松戸3-206-2 047-341-2011

小板橋病院 杉林　昭男 270-2232 松戸市 和名ヶ谷1313-1 047-392-4555

さくらクリニック松戸 菅田　安男 270-2232 松戸市 和名ケ谷142422 047-312-7600

さくら通り内科・大島 大島　仁士 270-2261 松戸市 常盤平5-14-25中山ビル１F 047-394-7955

新松戸中央総合病院 伊部　謙吾 270-0034 松戸市 新松戸1-380 047-345-1111

高田外科胃腸内科 髙田　丈 271-0068 松戸市 古ヶ崎101-2 047-362-8237

東葛クリニック病院 小田　清一 271-0067 松戸市 樋野口865-2 047-364-5121

東葛クリニック病院 深沢　雄一 271-0067 松戸市 樋野口865-2 047-364-5121

どうたれ内科診療所 堂垂　伸治 270-2261 松戸市 常盤平1-20-3 047-394-0600

東葛クリニック病院 東　仲宣 271-0067 松戸市 樋野口865-2 047-364-5121

東松戸クリニック 中島　幹夫 270-2225 松戸市
東松戸3-21アルフレンテ
3F

047-392-9911

松戸呼吸器内科クリニック 古田　知行 271-0064 松戸市 上本郷2674-8 047-363-1572

松戸市立病院 木村　亮 271-8511 松戸市 上本郷4005 047-363-2171

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

松戸整形外科病院 石毛　徳之 271-0043 松戸市 旭町1-161 047-344-3171

松戸ニッセイ聖隷クリニック 山田　好則 270-2298 松戸市 高塚新田123-1 047-330-8298

三井クリニック 三井　富士夫 270-2253 松戸市 日暮1-16-1RG八柱ビル3F 047-392-1013

矢切クリニック 深山　泰永 271-0097 松戸市 栗山125-1ほんでんビル2F 047-394-8850

米沢医院 米沢　道夫 270-2212 松戸市 五香南2-22-12 047-387-5550

老健　千の星・松戸 髙橋　透 270-2216 松戸市 串崎新田189-4 047-394-7811

若林胃腸科クリニック 若林　康之 271-0084 松戸市 二十世紀が丘丸山町50-1 047-391-8877

旭神経内科リハビリテーション病院 溝渕　敬子 270-0022 松戸市 栗ヶ沢789-1 047-385-5566

旭神経内科リハビリテーション病院  小林　一彦 270-0004 松戸市 栗ヶ沢789-1 047-385-5566

北松戸ぽぷらクリニック 馬場　敦 271-0064 松戸市
上本郷902-5パークキューブ
北松戸１Ｆ

047-703-3131

国保松戸市立病院 烏谷　博英 271-0064 松戸市 上本郷4005 047-363-2171

国保松戸市立病院 武田　晋一郎 271-0064 松戸市 上本郷4005 047-363-2171

新松戸中央総合病院 上村　喜彦 270-0034 松戸市 新松戸1-380 047-345-1111

清仁会クリニック 足立　憲治 270-2253 松戸市 日暮2-3-15 047-385-1234

竹下医院  竹下　知親 271-0068 松戸市 古ヶ崎2-3188-8 047-363-6286

西内科神経内科クリニック 西　克典 271-0096 松戸市 下矢切83-4 047-311-4063

旭神経内科リハビリテーション病院 斎藤　義直 270-0022 松戸市 栗ヶ沢789-1 047-385-5566

加賀谷正クリニック 加賀谷　正 270-2221 松戸市 東松戸3-7-19 047-312-7707

熊谷内科 熊谷　哲夫 270-0035 松戸市 新松戸南1-166 047-345-3333

新松戸診療所 栄原　智文 270-0034 松戸市
新松戸4-2-2　エスエフ新松戸ビル
1F

047-343-9271

新松戸中央総合病院 加藤　丈二 270-0034 松戸市 新松戸1-380 047-345-1111

常盤平中央病院 丸山　規雄 270-2261 松戸市 常盤平6-1-8 047-387-4121

ながと内科皮膚科クリニック 長門　義宣 270-0021 松戸市 小金原4-9-19 047-309-7011

松戸リハビリテーション病院 岡田　仁 270-2232 松戸市 和名ヶ谷1009-1 047-703-1555

松戸リハビリテーション病院 青木　恭子 270-2232 松戸市 和名ヶ谷1009-1 047-703-1555

ヨネファミリークリニック 米山　一男 270-2251 松戸市 金ヶ作301-61 047-383-3337

東葛北部

松戸市
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うちだ内科クリニック 内田　芳信 278-0041 野田市 蕃昌250-2 04-7127-8181

キッコーマン総合病院 大西　和彦 278-0005 野田市 宮崎100 04-7123-5911

やまかわ内科・神経内科クリニック 山川　一夫 278-0022 野田市 山崎2186-6 04-7197-3520

花井クリニック 谷口　勲 278-0026 野田市 花井249-5 04-7123-3900

江医院 江　修博 278-0006 野田市 柳沢54-16 04-7124-2831

山縣医院 山縣　仁 278-0044 野田市 堤台52-2 04-7125-3741

七光台クリニック 岡田　安郎 278-0057 野田市 光葉町1丁目8-6 04-7197-2302

小澤医院 小澤　克之助 278-0037 野田市 野田15 04-7122-3980

新村医院 新村　與平 278-0012 野田市 瀬戸84 04-7138-2103

大槻医院 大槻　俊夫 278-0055 野田市 岩名1-17-2 04-7127-3424

野田病院 金本　秀之 270-0237 野田市 中里1554-1 04-7127-3200

尾崎台クリニック 深瀬　知之 270-0238 野田市 尾崎台14 04-7127-6677

東葛クリニック野田 冨永　和喜 278-0042 野田市 吉春211 04-7124-3101

江戸川病院 新村　ヨシオ 278-0022 野田市 山崎2702 04-7124-5511

門倉医院 門倉　正樹 278-0033 野田市 上花輪628-1 04-7124-5311

さえぐさ医院 三枝　誠一郎 278-0022 野田市 山崎1668-2 04-7193-8630

野田中央病院 甲斐沼　明 278-0016 野田市 二ツ塚148 04-7122-6161

クリニック柏の葉 村川　壽 277-0882 柏市 柏の葉3-1-34 04-7132-8881

ふじさわ内科クリニック 藤澤　元郎 277-0832 柏市 北柏3-1-2　寺田ビル２Ｆ 04-7162-1002

花野井クリニック 蔡　榮基 277-0813 柏市 大室1218-6 04-7137-3777

亀甲台内科 礒部　洋子 277-0031 柏市 亀甲台町2-3-1 04-7163-5635

小沼医院 小沼　宗心 277-0921 柏市 大津ヶ丘4-28-1 04-7191-2200

柏ビレジクリニック 遠藤　久人 277-0812 柏市 花野井1814-12 04-7133-1090

飯島医院 飯島　裕子 277-0074 柏市 今谷上町1-3 04-7174-7598

浜田中医クリニック 濱田　宏志 277-0005 柏市 柏1326-9 04-7163-0162

北柏こどもクリニック 朱田　博光 277-0827 柏市 松葉町1-17-3 04-7133-0333

鈴木医院 宮地　直丸 277-0843 柏市 明原4-3-19 04-7144-2972

ファミリークリニック成島 成島　健 277-0826 柏市 宿連寺23-1 04-7133-1561

逆井記念医院 上井　謙治 277-0042 柏市 逆井1444-12 04-7176-1191

石原医院 石原　良一郎 277-0082 柏市 緑ヶ丘15-17 04-7167-3801

中村医院 中村　裕 277-0912 柏市 箕輪399 04-7191-2651

かなえクリニック 金江　清 277-0827 柏市 松葉町7-26-5 04-7137-3317

クリニック柏の葉 村川　康子 277-0882 柏市 柏の葉3-1-34 04-7132-8881

こんどうクリニック 近藤　公一 277-0005 柏市 柏3-2-3　マツモトキヨシビル4Ｆ 04-7168-8810

加藤医院 加藤　隆 277-0065 柏市 光ヶ丘3-5-11 04-7172-5398

古田医院 古田　達之 277-0843 柏市 明原3-8-21 04-7144-2331

春日医院 春日　葉子 277-0085 柏市 中原2-17-1 04-7174-0366

深町病院 深町　信介 277-0005 柏市 柏4-10-11 04-7164-0111

塚原整形外科 塚原　純 277-0902 柏市 大井1881-1 04-7160-6111

東京慈恵会医科大学附属柏病院 忽滑谷　和孝 277-8567 柏市 柏下163-1 04-7164-1111

柏健診クリニック 寺田　秀人 277-0005 柏市 柏４-5-22 04-7167-4119

平野医院 平野　清 277-0071 柏市 豊住1-1-45 04-7175-2222

北柏リハビリ総合病院 杉原　浩 277-0004 柏市 柏下265 04-7169-8000

小沼医院 小沼　心 277-0921 柏市 大津ヶ丘4-28-1 04-7191-2200

おんだクリニック 恩田　光信 277-0852 柏市 旭町1-1-9オダヤマ第３ビル5F 04-7148-3171

東葛北部

野田市

柏市

柏市
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一和多医院 一和多　雅雄 277-0842 柏市 末広町13-11 04-7143-0155

上笹医院 上笹　皓 277-0922 柏市 大島田922 04-7191-2424

柏厚生総合病院 中澤　照夫 277-0862 柏市 篠籠田617 04-7145-1111

北柏すごう整形外科 須郷　正德 277-0832 柏市 北柏3-1-2寺田ビル3階 04-7167-0770

少名子耳鼻咽喉科 少名子　正彬 277-0832 柏市 北柏1-2-7 04-7163-3387

鈴木医院 宮地　慧子 277-0843 柏市 明原4-3-19 04-7144-2972

須田医院 須田　憲男 277-0082 柏市 緑ヶ丘7-5 04-7157-3939

誠和クリニック 白石　一也 277-0054 柏市 南増尾4-3-28 04-7171-2350

東京慈恵会医科大学付属柏病院 三浦　靖彦 277-8567 柏市 柏下163番地1 04-7164-1111

野﨑内科クリニック 野﨑　忠信 277-0827 柏市 松葉町3-20-12 04-7133-3033

はみんぐ 多田　紀夫 277-0825 柏市 布施1-3 04-7134-0660

柏駅東口まえだクリニック 前田　清貴 277-0005 柏市 柏1-1-7-5F 04-7199-7377

亀甲台内科 礒部　美也子 277-0031 柏市 亀甲台町2-3-1 04-7163-5635

くわのクリニック 桑野　雄介 277-0845 柏市 豊四季台1-3-1 04-7189-7715

小平医院 小平　富子 277-0087 柏市 常盤台10-1 04-7164-8171

中央メディカルクリニック 加治　文也 277-0023 柏市 中央2-2-18 04-7166-5670

初石病院 尾高　朋子 277-0885 柏市 西原7-6-1 04-7152-2251

東山医院 松岡　茂 277-0005 柏市 柏3-3-3 04-7167-3803

ふじ心よつ葉クリニック 矢野　平一 277-0034 柏市 藤心4-12-1 04-7170-5573

あさひクリニック 松尾　祐志 277-0852 柏市 旭町1-2-13深野ビル1F 04-7146-6861

つくしが丘医院 原　彰夫 277-0072 柏市 つくしが丘1-6-1 04-7172-2024

ホームクリニック柏 織田　暁寿 277-0012 柏市 桜台1-8 04-7160-2588

森堂＆廣佐藤医院大津ヶ丘診療所 佐藤　寿美代 277-0921 柏市 大津ヶ丘3-18-5 04-7191-2220

北柏リハビリ総合病院 佐野　公司 277-0004 柏市 柏下265 04-7169-8000

ホームクリニック東葛 杉原　崇大 277-0941 柏市 柏市高柳1-1-1-103 04-7128-7002

あらい内科・外科 荒井　渉 270-0163 流山市 南流山8-11-9 04-7179-5329

おおたかの森耳鼻科モーニングクリニック 荒木　進 270-0114 流山市 東初石6-183-1 04-7178-5032

かまたクリニック 鎌田　康夫 270-0163 流山市 南流山3-16-1 04-7159-6151

かまたクリニック 鎌田　恵子 270-0163 流山市 南流山3-16-1 04-7159-6151

すずき内科クリニック 鈴木　憲治 270-0157 流山市 平和台4-5-43 04-7159-3251

ためがい整形外科クリニック 為貝　秀明 270-0157 流山市 平和台4-5-43-201 04-7157-8877

ひだクリニックセントラルパーク 細谷　誠 270-0152 流山市 前平井120 04-7157-2269

まちや外科内科 町谷　肇彦 270-0115 流山市 江戸川台西1-123 04-7153-2771

ライフガーデン中央クリニック 保田　国伸 270-0114 流山市 東初石6-183-1 04-7178-2677

横田医院 横田　勝正 270-0111 流山市 江戸川台東 2-270 04-7152-0101

笠原クリニック 笠原　裕司 270-0137 流山市 市野谷665-40 04-7178-6633

久松クリニック 久松　隆 270-0114 流山市 東初石3-100-32 04-7152-3828

江戸川台クリニック 松崎　光宏 270-0111 流山市 江戸川台東2-123 04-7153-1490

江陽台病院 吉野　輝恒 270-0107 流山市 西深井393 04-7153-2555

高桜内科胃腸科 高桜　芳郎 270-0121 流山市 西初石3-100 04-7155-2074

佐藤医院 佐藤　憲尚 270-0155 流山市 宮園2-1-2 04-7159-0559

山﨑凌雲堂医院 山﨑　泰範 270-0164 流山市 流山3-60 04-7158-1215

寺田耳鼻咽喉科クリニック 寺田　多恵 270-0151 流山市 後平井283-1 04-7178-8733

小野クリニック 小野　伸夫 270-0116 流山市 中野久木530-1 04-7178-3006

松山クリニック 松山　泰久 270-0115 流山市 江戸川台西1-104 04-7155-4117

東葛北部

流山市

流山市
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杉下医院 杉下　裕子 270-0164 流山市 流山8-1166-3 04-7158-0048

西村内科胃腸科医院 西村　健 270-0163 流山市 南流山2-24-4 04-7150-3885

石渡クリニック 石渡　隆 270-0114 流山市 東初石3-133-4 04-7190-5551

川﨑レディースクリニック 川﨑　徹 270-0114 流山市 東初石4-135-38 04-7155-3451

中村耳鼻咽喉科クリニック 中村　正 270-0111 流山市 江戸川台東2-314 04-7178-3387

椎名医院 椎名　和彦 270-0176 流山市 加 1-20-14 04-7158-1038

田村内科クリニック 田村　好弘 270-0135 流山市 野々下3-931-35 04-7146-0017

東葛病院 下　正宗 270-0174 流山市 中102-1 04-7159-1011

東葛病院 川村　光夫 270-0174 流山市 中102-1 04-7159-1011

東葛病院付属診療所 戸倉　直実 270-0174 流山市 下花輪409-6 04-7158-7710

徳重小児科医院 徳重　愛二郎 270-0163 流山市 南流山4-1-15 04-7158-8660

南流山駅前クリニック 大石　俊典 270-0163 流山市 南流山2-23-16 04-7178-7500

南流山整形外科 鈴木　隆 270-0163 流山市 南流山2-18-4 04-7157-6680

馬場内科医院 馬場　義一 270-0121 流山市 西初石2-12-14 04-7154-5163

望月医院 望月　良二 270-0115 流山市 江戸川台西1-33 04-7154-2251

柏の葉北総病院 奥脇　治郎 270-0113 流山市 流山市駒木台233-4 04-7155-5551

流山東部診療所 中川　昌之 270-0145 流山市 流山市名都借909-1 04-7147-7878

ひだクリニック 肥田　裕久 270-0163 流山市 流山市南流山1-14-7 04-7150-8141

いけだ内科小児科クリニック 池田　郁雄 270-0163 流山市
流山市南流山2-8-10Elaia南
流山101

04-7157-7717

よねたにクリニック 米谷　実 270-0121 流山市
流山市西初石5-113-1おおた
かプラザビル201

04-7155-8877

天王台依田内科クリニック 依田　安弘 270-1143 我孫子市 天王台2-2-1 04-7184-2221

成広医院 成廣　朗 270-1101 我孫子市 布佐845-1 04-7187-4610

石橋クリニック 石橋　弘成 270-1151 我孫子市 我孫子市本町1-3-7 04-7181-7711

湖北台診療所 和久井　功司 270-1132 我孫子市 湖北台7-13-41-101 04-7188-8968

佐藤内科医院 佐藤　昭宏 270-1132 我孫子市 湖北台3-12-5 04-7187-1133

我孫子つくし野病院 池亀　翔 270-1164 我孫子市 つくし野131-1 04-7184-2211

根戸クリニック 東　吉志 270-1168 我孫子市 根戸1747-6 04-7190-5705

聖マリア記念病院 太田　不二雄 286-0106 成田市 取香446 0476-32-0711

真鍋医院 真鍋　溥 286-0037 成田市 橋賀台1-15-4 0476-27-3535

つかだファミリークリニック 塚田　雄大 286-0036 成田市 加良部5-7-2 0476-26-4750

なのはなクリニック 牧瀬　敏裕 287-0225 成田市 吉岡1342-7 0476-49-0533

伊藤医院 伊藤　真典 286-0118 成田市 本三里塚78-3 0476-35-0101

京増内科クリニック 京増　芳則 286-0033 成田市 花崎町842-3 0476-22-1717

国保大栄診療所 髙木　誠一 287-0225 成田市 吉岡289-1 0476-73-2333

根本内科外科医院 根本　明久 289-0107 成田市 猿山1056-1 0476-96-2829

小田内科医院 小田　龍二 286-0011 成田市 玉造4-42-3 0476-28-2256

成田センタークリニック 安　徳純 286-0035 成田市 囲護台2-5-8 0476-20-1002

成田整形外科 遠藤　富士乗 286-0037 成田市 橋賀台1-15-2 0476-27-9331

成田病院 藤崎　康人 286-0845 成田市 押畑896 0476-22-1500

鳥居内科医院 鳥居　敏明 286-0018 成田市 吾妻 3-49-1 0476-27-3456

片岡内科循環器科医院 片岡　満男 286-0011 成田市 玉造7-24-2 0476-28-3027

麻野クリニック 麻野　次男 286-0116 成田市 三里塚御料1-1376 0476-35-4588

矢野医院 矢野　潔 289-0107 成田市 猿山1131 0476-96-0071

いしがみ医院 石神　博昭 286-0048 成田市 公津の杜2-17-7 0476-26-2888

石原医院 石原　輝英 286-0025 成田市 東町157-2 0476-22-0550

東葛北部

我孫子市

印旛

成田市

成田市
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木下医院 木下　由彦 286-0048 成田市 公津の杜5-28-1 0476-27-7222

国保医院 国保　能彦 286-0011 成田市 玉造4-42-2 0476-26-3613

聖マリア記念病院 根橋　裕 286-0106 成田市 取香446 0476-32-0711

成田赤十字病院 石井　隆之 286-8523 成田市 飯田町90-1 0476-22-2311

美郷台木内クリニック 木内　宗三郎 286-0013 成田市 美郷台1-13-10 0476-23-5551

勝目クリニック 勝目　幹郎 285-0837 佐倉市 王子台1-28-8 047-461-6155

大塚内科クリニック 大塚　克好 285-0846 佐倉市 上志津1665 043-489-1770

すげのやクリニック 菅谷　義範 285-0016 佐倉市 宮小路町6 043-484-7373

佐倉厚生園 遠山　正博 285-0025 佐倉市 鏑木町320 043-484-2161

宍戸内科医院 宍戸　英樹 285-0837 佐倉市 王子台1-18-7 043-487-9551

医療法人社団　池医院 池　克志 285-0817 佐倉市 大崎台１－６－３ 043-484-0371

医療法人社団　内田医院 内田　朝彦 285-0025 佐倉市 鏑木町３８４－１ 043-484-0248

医療法人社団　工藤外科内科 工藤　驍悦 285-0858 佐倉市 ユーカリが丘２－２－４ 043-461-0126

かみにし内科医院 上西　徹二 285-0854 佐倉市 上座1252 043-462-0505

木村医院 木村　正久 285-0015 佐倉市 並木町２４４ 043-484-0134

さくら風の村訪問診療所 三嶋　泰之 285-0011 佐倉市 山崎529-1 043-481-1710

佐倉ゆうゆうの里診療所 柳下　次雄 285-0025 佐倉市 鏑木町270 043-486-5577

志津クリニック 志津　雄一郎 285-0846 佐倉市 上志津1669ヴァンベール志津201 043-462-5622

東邦大学医療センター佐倉病院 小川　勝 285-8741 佐倉市 下志津564番地1 043-462-8811

工藤外科内科 工藤　秀徳 285-0858 佐倉市 ユーカリが丘2-2-4 043-461-0126

木村内科 平　晃一 284-0003 四街道市 鹿渡728-17 043-433-1223

しばクリニック 柴　忠明 284-0003 四街道市 鹿渡933-82 043-304-9055

栗山中央病院 大谷　裕子 284-0027 四街道市 栗山906-1 043-421-0007

潤生堂医院 蜂谷　公敏 284-0044 四街道市 和良比 254-20 043-432-2316

独立行政法人国立病院機構下志津病
院

石毛　尚起 284-0003 四街道市 鹿渡934-5 043-422-2511

いしげ耳鼻咽喉科医院 石毛　俊行 284-0005 四街道市 四街道1551-25 043-423-0405

長谷川病院 浅野　美和子 289-1103 八街市 八街に85 047-444-0137

老人保健施設さんふらわ 楠目　信三 289-1115 八街市 八街ほ45-1 047-442-3020

遠藤内科医院 遠藤　哲也 289-1115 八街市 八街ほ836-2 043-443-3721

八街こどもクリニック 向後　利昭 289-1114 八街市 東吉田517-57 043-440-6681

東葉クリニック　八街 須賀　喜一 289-1103 八街市 八街に106-65 043-442-3311

千葉ニュータウンクリニック 肥田　高嶺 270-1347 印西市 内野1-5-1 0476-46-4744

おかにわクリニック 岡庭　信一 270-1337 印西市 草深1203-9 0476-47-2100

鈴木整形外科 鈴木　洋一 270-1342 印西市 高花5-1-2 0476-47-0771

つちや耳鼻咽喉科医院 土屋　英明 270-1337 印西市 草深1203-10 0476-47-3387

日本医科大学千葉北総病院 小林　士郎 270-1694 印西市 鎌苅1715 0476-99-1111

安孫子内科胃腸科クリニック 大久保　裕司 270-1327 印西市 大森3417-2 0476-42-2649

医療法人平成博愛会　印西総合病院 原崎　弘章 270-1339 印西市 牧の台1-1-1 0476-33-3836

奥澤整形外科医院 奥澤　昌道 270-1422 白井市 復1589-1 047-491-8260

奥澤整形外科医院 奥澤　昌一郎 270-1422 白井市 復1589-1 047-491-8260

伊藤診療所 伊藤　深洋 270-1422 白井市 復1450-23 047-492-0527

白井由井内科 由井　俊徳 270-1424 白井市 堀込1-2-7白井Fビル2B 047-492-1115

ニュータウンクリニック 島田　敏雄 270-1435 白井市 清水口3-25-1 047-491-8051

徳田クリニック 徳田　拓 270-1435 白井市
清水口1-1-25　西白井駅前セント
ラルビル

047-492-8981

三橋医院 三橋　俊郎 286-0221 富里市 七栄295 0476-93-0015

印旛

佐倉市

四街道市

八街市

印西市

印旛

印西市

白井市

富里市
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にしだクリニック富里 渡部　慎司 286-0221 富里市 七栄420-1 0476-93-0080

龍岡クリニック 龍岡　穂積 286-0221 富里市 七栄653-73 0476-92-6970

印旛郡酒々井町 しすい皮膚科 寄藤　和彦 285-0923 印旛郡酒々井町 東酒々井1-1-121 043-496-4112

おがわ内科 小川　芳信 270-1516 印旛郡栄町 安食1-21-8 0476-80-2777

中山胃腸科外科医院 中山　肇 270-1513 印旛郡栄町 酒直字向台464-6 0476-85-1556

後藤医院 後藤　良顯 270-1516 印旛郡栄町 安食3646 0476-95-0059

海村医院本院 海村　孝子 288-0048 銚子市 双葉町3ｰ19 0479-25-1711

吉野クリニック 吉野　浩之 288-0836 銚子市 松岸町4-778-51 0479-25-7008

たせい耳鼻咽喉科クリニック 田制　昭浩 288-0045 銚子市 三軒町16-3 0479-25-8711

介護老人保健施設慈風苑 中地　徹 288-0837 銚子市 長塚町3-609-2 0479-24-1118

関谷医院 関谷　貞三郎 288-0045 銚子市 三軒町16-1 0479-22-0577

宮内医院 北原　順子 288-0054 銚子市 馬場町7-18 0479-22-1639

今村医院 間山　春樹 288-0056 銚子市 新生町2-14-6 0479-22-0062

西原医院 西原　潔 288-0043 銚子市 東芝町8-18 0479-22-3249

島田総合病院 嶋田　隆 288-0053 銚子市 東町5-3 0479-22-5401

内田病院 岩﨑　伸行 288-0044 銚子市 西芝町4-4 0479-22-8600

片倉外科医院 片倉　透 288-0074 銚子市 橋本町2252 0479-22-5600

海村医院本院 飯島　玲奈 288-0048 銚子市 双葉町3-19 0479-25-1711

なゆきクリニック 名雪　文一 288-0837 銚子市 長塚町3-251 0479-25-2960

兒玉メディカルクリニック 兒玉　泰治 288-0874 銚子市 銚子市豊里台1-1044-21 0479-21-7666

浅利クリニック 浅利　俊彦 288-0814 銚子市 銚子市春日町34-12 0479-20-1888

江畑医院 江畑　稔樹 289-2612 旭市 蛇園2532-3 0479-55-3110

飯倉医院 飯倉　基正 289-2501 旭市 新町 333 0479-63-1515

国保旭中央病院 持田　英俊 289-2511 旭市 イ1326 0479-63-8111

ゆうきクリニック 結城　崇夫 289-2613 旭市 後草3288-4 0479-50-2555

磯村クリニック 磯村　政保 289-2504 旭市 ニ20-5 0479-60-2575

国保直営旭市滝郷診療所 平野　繁樹 289-2602 旭市 岩井193-1 0479-55-3017

塚本クリニック 塚本　達人 289-2713 旭市 萩園1902-3 0479-57-1151

浜医院 浜　年樹 289-2503 旭市 江ヶ崎1654-35 0479-63-2331

冨岡クリニック 冨岡　進 289-2504 旭市 ニ-2773-1 0479-74-8081

中田小児科クリニック 中田　博一 289-2511 旭市 イ-2815-2 0479-64-2877

さとう整形外科 佐藤　優 289-2144 匝瑳市 八日市場イ49-2 0479-73-2891

国保匝瑳市民病院 菊地　紀夫 289-2144 匝瑳市 八日市場イ1304 0479-72-1525

佐藤クリニック 佐藤　勝則 289-2144 匝瑳市 八日市場イ2735-4 0479-73-5567

守医院 守　正英 289-2102 匝瑳市 椿1268 0479-73-5511

小川内科 小川　雅博 289-2144 匝瑳市 八日市場イ2783 0479-73-2658

城之内医院 江波戸　久元 289-2121 匝瑳市 東小笹86 0479-72-4511

石井医院 石井　精一 289-2141 匝瑳市 八日市場ハ574-2 0479-73-2150

椎名医院 椎名　栄次 289-2144 匝瑳市 八日市場イ2943 0479-72-0032

福島医院 福島　俊之 289-2144 匝瑳市 八日市場イ202-1 0479-72-0175

野澤医院 野澤　彰 289-2144 匝瑳市 八日市場イ2399-6 0479-73-2245

檜垣内科循環器科医院 檜垣　進 289-2144 匝瑳市 八日市場イ56-3 0479-73-2552

はしば医院 橋場　永尚 289-3182 匝瑳市 今泉485 0479-67-5720

椎の木台耳鼻咽喉科医院 江畑　魁 289-2144 匝瑳市 八日市場イ2522 0479-72-2332

東葉クリニック八日市場 中川　規夫 289-2144 匝瑳市 八日市場イ16-1 0479-73-3311

香取海匝

銚子市

旭市

匝瑳市

印旛郡栄町

匝瑳市
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熱田整形外科 熱田　智範 289-2141 匝瑳市 八日市場ハ791-27 0479-72-1110

鈴木医院 鈴木　秀宣 289-2102 匝瑳市 椿706 0479-72-0012

石井医院 石井　玄一 289-2141 匝瑳市 八日市場ハ574-2 0479-73-2150

坂本医院 坂本　文夫 287-0001 香取市 佐原ロ2028-43 0478-52-3381

東葉クリニック佐原 大森　耕一郎 287-0002 香取市 北2-14-5 0478-55-8801

医）社団香仁会　石橋医院 石橋　正彦 289-0313 香取市 小見川548 0478-82-2203

医）社団玉川会　篠塚医院 佐藤　大祐 289-0302 香取市 谷三ノ分目255-7 0478-82-2588

医）社団華光会　山野病院 山野　敬彦 287-0003 香取市 佐原イ3416 0478-55-1225

越川医院 越川　健夫 287-0003 香取市 佐原イ75３ 0478-52-5202

越川クリニック 越川　陽一 287-0002 香取市 北1-10-3 0478-55-8030

榊原医院 榊原　雅博 287-0003 香取市 佐原イ750 0478-52-2820

佐原泌尿器クリニック 今津　 曄 287-0061 香取市 谷中671-1 0478-54-3390

布施外科医院 布施　修一 287-0003 香取市 佐原イ66 0478-52-4580

たもつ内科小児科医院 保津　豊徳 287-0002 香取市 北2-14-8 0478-55-8123

島崎医院 島崎　哲弥 287-0002 香取市 北 3-4-8 0478-55-1221

鴇田医院 鴇田　純一 287-0102 香取市 岩部1388 0478-75-2008

香取医院 香取　理絵 287-0011 香取市 津宮1295-1 0478-50-5511

根本医院 根本　雄治 287-0003 香取市 佐原イ1693 0478-54-2823

浅野耳鼻咽喉科医院 浅野　尚 287-0002 香取市 香取市北3-12-13 0478-55-1133

日新外科胃腸科医院 小林　聡 287-0002 香取市 香取市北3-12-10 0478-54-5977

箱崎整形外科医院 箱崎　啓 289-2251 香取郡多古町 北中1173-1 0479-76-2058

医）社団明石会　さとうメディカル
オフィス

佐藤　正樹 289-2241 香取郡多古町 多古2539 0479-76-2039

石橋内科医院 石橋　一成 289-2257 香取郡多古町 南中字松原1439-1 0479-76-2767

わだ内科クリニック 和田　勝則 297-0078 茂原市 高師台2-6-17 0475-20-3150

金坂医院 金坂　明美 297-0057 茂原市 中善寺468 0475-22-4885

宮山医院 宮山　龍雄 297-0007 茂原市 腰当1410 0475-22-4873

菅原病院 菅原　恒星 297-0021 茂原市 高師町2-2-1 0475-25-1171

菅原病院 菅原　黎明 297-0021 茂原市 高師町2-2-1 0475-25-1171

清水三郎医院 清水　三郎 297-0017 茂原市 東郷1691 0475-25-0776

鎗田整形外科医院 鎗田　謙二 297-0028 茂原市 道表3 0475-24-8686

大塚内科 大塚　陽子 297-0024 茂原市 八千代3-3-3 0475-23-6121

大木医院 大木　専一郎 297-0037 茂原市 早野463-3 0475-23-2546

東部台医院 大曽根　哲 297-0015 茂原市 東部台3-21-6 0475-22-2455

茂原神経科病院 高瀬　学 297-0022 茂原市 町保34 0475-23-6222

矢原耳鼻咽喉科医院 矢原　三十美 297-0021 茂原市 高師町2-7-2 0475-22-6677

粒良医院 粒良　幸正 297-0029 茂原市 高師199-5 0475-25-8580

鈴木神経科病院 小林　かおる 297-0029 茂原市 高師82 0475-22-2211

茂原中央病院 若林　巳代次 297-0035 茂原市 下永吉796 0475-24-1191

鵜澤医院 鵜澤　泰広 299-4114 茂原市 本納1909 0475-34-2008

志鎌医院 田丸　清惠 297-0024 茂原市 八千代1-1-1 0475-22-5105

菅原病院 田永　恒美 297-0021 茂原市 高師町2-2-1 0475-25-1171

鈴木医院 鈴木　博也 297-0026 茂原市 茂原143 0475-22-2630

すだ内科医院 須田　覚 297-0029 茂原市 高師2166 0475-24-7717

ポプラクリニック 鈴木　秋彦 297-0029 茂原市 高師1017 0475-23-3111

牧野医院 牧野　耕治 297-0023 茂原市 千代田町2-1-1 0475-24-2222

香取海匝

香取市

香取郡多古町

山武長生
夷隅

茂原市

茂原市
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渡辺医院 渡辺　公博 297-0073 茂原市 長尾2592 0475-27-7733

医療法人社団天榮会　茂原機能クリ
ニック

伊藤　達哉 297-0012 茂原市 六ツ野1834-1 0475-23-2111

前田記念腎研究所茂原クリニック 渡邉　隆 297-0033 茂原市 大芝114-1 0475-25-8881

東金整形外科 李　笑求 283-0068 東金市 東岩崎2-26-14 0475-55-8002

日吉台クリニック 鈴木　淳爾 283-0803 東金市 日吉台4-3-2　エスタシオ 0475-53-0510

原医院 原　雅一 283-0006 東金市 新宿8-11 0475-54-0624

秋葉医院 佐久間　正成 283-0802 東金市 東金1195 0475-55-4881

城西クリニック 小森　章寿 283-0066 東金市 南上宿4-9 0475-52-8181

浅井病院 秀野　武彦 283-8650 東金市 家徳38-1 0475-58-5000

医療法人社団　座間泌尿器科医院 座間　秀一 283-0066 東金市 南上宿5-41-1 0475-52-2266

越後貫医院 越後貫　聖 299-5225 勝浦市 墨名 672 0470-73-3137

塩田病院 志賀　春英 299-5235 勝浦市 出水1221 0470-73-1221

塩田病院 山口　正志 299-5235 勝浦市 出水1221 0470-73-1221

塩田病院 野村　浩一 299-5235 勝浦市 出水1221 0470-73-1221

勝浦眼科医院 川俣　達男 299-5225 勝浦市 墨名 815 0470-73-0270

川上医院 川上　新仁郎 299-5245 勝浦市 興津147 0470-76-0301

長島医院 長島　倫雄 299-5245 勝浦市 興津881-5 0470-76-0052

塩田病院 塩田　吉宣 299-5235 勝浦市 出水1221 0470-73-1221

宇井医院 宇井　克人 289-1801 山武市 蓮沼ｲ2243-3 0475-86-2522

山武市国保日向診療所 加部　恒雄 289-1205 山武市 椎崎430 0475-88-1154

松尾クリニック 金子　昇 289-1527 山武市 松尾町大堤41-1 0479-86-6482

日向台クリニック 菅澤　寛健 289-1205 山武市 椎崎1354-2 0475-88-1491

睦岡クリニック 中尾　照男 289-1223 山武市 埴谷540-1 0475-80-8001

よしみ医院 伊藤　よしみ 289-1326 山武市 成東2406 0475-82-8676

伊藤医院 伊藤　龍 289-1345 山武市 津辺238 0475-82-2508

花城医院 花城　実 289-1527 山武市 松尾町大堤136-3 0479-86-2233

吉田クリニック 吉田　繁夫 289-1321 山武市 富田ト772 0475-82-0481

さんむ眼科クリニック 塙　勝博 289-1326 山武市 成東744-1 0475-82-1146

ひあり内科医院 長谷川　政二 298-0002 いすみ市 日在1947-10 0470-60-1266

もりかわ医院 森川　義郎 299-4616 いすみ市 岬町長者 177 0470-87-3347

永津さいとう医院 木元　博史 299-4612 いすみ市 岬町江場土1732 0470-87-2223

吉田外科内科 吉田　賢一郎 299-4501 いすみ市 岬町椎木 470 0470-87-5835

吉田外科内科 吉田　謙 299-4501 いすみ市 岬町椎木 470 0470-87-5835

山本医院 山本　和男 299-4621 いすみ市 岬町東中滝719-3 0470-87-9531

斉藤医院 三神　昌樹 298-0012 いすみ市 小沢 2532 0470-63-1821

大原医院 中村　雄三 298-0004 いすみ市 大原8773 0470-62-2221

大原眼科クリニック 坂中　進 298-0003 いすみ市 深堀1604-7 0470-60-1500

土屋外科内科医院 土屋　博 298-0004 いすみ市 大原 8582 0470-62-0007

大原台クリニック 土居　暢庸 298-0014 いすみ市 大原台424-4 0470-62-9500

北村整形外科 北村　将英 298-0004 いすみ市 大原9304-2 0470-63-0511

斉藤クリニック 斉藤　正敏 298-0004 いすみ市 大原8848 0470-62-0822

きみのもりクリニック 平井　伸治 299-3241 大網白里市 季美の森南3-3-16 0475-70-2366

佐久間医院 佐久間　猛 299-3223 大網白里市 南横川 2542 0475-72-0638

おおあみ在宅診療所 林　憲民 299-3235 大網白里市 780-1 0475-71-1277

錦織メディカルクリニック 錦織　吉宏 299-3236 大網白里市 みやこ野1-4-5 0475-72-0214

山武長生
夷隅

東金市

勝浦市

山武市

いすみ市

いすみ市

大網白里市
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斉藤医院 斉藤　幸男 299-3202 大網白里市 南今泉 1224 0475-77-2802

山武郡芝山町 高根病院 高根　宏 289-1608 山武郡芝山町 岩山2308 0479-77-1133

越川医院 越川　裕二 289-1727
山武郡横芝光
町 宮川2380-1 0479-84-0103

まさごクリニック 井上　松応 289-1732
山武郡横芝光
町 横芝425-1 0479-80-0122

山崎医院 山崎　政城 289-1732
山武郡横芝光
町 横芝2137 0479-82-0561

よねもと整形外科 米本　光一 299-4301 長生郡一宮町 一宮2535 0475-40-1065

秋場医院 秋場　齊 299-4303 長生郡一宮町 東浪見1627-2 0475-42-3323

清水医院 清水　茂 299-4301 長生郡一宮町 一宮3101 0475-42-2950

鈴木医院 鈴木　信雄 299-4301 長生郡一宮町 一宮3014 0475-42-3111

藤島クリニック 藤島　知則 299-4301 長生郡一宮町 一宮2446-1 0475-47-3056

睦沢診療所 大川　昌権 299-4403 長生郡睦沢町 上市場1504 0475-44-2236

睦沢診療所 鹿間　毅 299-4403 長生郡睦沢町 上市場1504 0475-44-2236

津谷クリニック 津谷　恒夫 299-4341 長生郡長生村 宮成下村2947-6 0475-32-5645

長生診療所 林　文明 299-4327 長生郡長生村 一松1281-1 0475-32-3303

安藤医院 安藤　五徹 299-4212 長生郡白子町 古所3279-1 0475-33-2211

大多和医院 大多和　俊行 299-4205 長生郡白子町 南日当851 0475-33-6111

酒井医院 酒井　律子 299-4217 長生郡白子町 北高根2389 0475-33-2356

長南中央医院 横山　正之 297-0121 長生郡長南町 長南2248-1 0475-46-3232

豊栄元氣クリニック 今関　安雄 297-0112 長生郡長南町 米満6-5 0475-40-4884

ヨシノクリニック 吉野　昭 297-0132 長生郡長南町 給田190-1 0475-40-7070

小髙外科内科 小髙　達朗 298-0216 夷隅郡大多喜町 大多喜62 0470-82-2511

大多喜病院 鶴岡　義明 298-0223 夷隅郡大多喜町 上原786 0470-82-2714

青葉クリニック 恩田　宏一郎 299-5106 夷隅郡御宿町 須賀475-1 0470-68-7766

千代田生命健康開発事業団付属診療所 深山　茂樹 299-5112 夷隅郡御宿町 御宿台132 0470-68-8222

たてやま循環器内科．外科 渋谷　益宏 294-0045 館山市 北条2416-30 0470-20-1102

伊賀整形外科クリニック 伊賀　寧 294-0045 館山市 北条2198-3 0470-22-1180

館山メンタルクリニック 渡辺　啓治 294-0045 館山市 北条2181-3-1F 0470-23-0815

館山病院 菅沼　康雄 294-0037 館山市 長須賀196 0470-22-1122

貴家医院 中島　桂子 294-0045 館山市 北条1778 0470-22-3323

原クリニック 原　徹 294-0037 館山市 長須賀515 0470-24-5711

西岬診療所 小谷　有理子 294-0304 館山市 早物28 0470-29-0030

赤門整形外科内科 宮川　準 294-0034 館山市 沼1619 0470-22-0008

赤門整形外科内科 松本　侃二 294-0034 館山市 沼1619 0470-22-0008

太田整形外科医院 詫摩　博史 294-0045 館山市 北条1866-4 0470-23-2318

北条病院 角田　眞一郎 294-0045 館山市 北条1089 0470-23-1966

野原皮膚科内科医院 野原　正 294-0045 館山市 北条1888 0470-22-0333

鈴木内科クリニック 鈴木　正義 294-0036 館山市 館山809-2 0470-22-8880

館山病院 小谷　庸一 294-0037 館山市 長須賀196 0470-22-1122

安房地域医療センター 西野　洋 294-0014 館山市 山本1155 0470-25-5111

安房地域医療センター 相　正人 294-0014 館山市 山本1155 0470-25-5111

赤門整形外科内科 田中　耕一 294-0034 館山市 沼1619 0470-22-0008

安房保健所 松本　良二 294-0045 館山市 北条1093-1 0470-22-4511

黒野医院 黒野　隆 299-5503 鴨川市 天津1124 04-7094-0383

小田病院 市村　守 296-0001 鴨川市 横渚880 04-7092-1128

伊藤胃腸科クリニック 伊藤　孝子 296-0001 鴨川市 横渚697 04-7092-2231

長生郡長南町

夷隅郡大多喜町

夷隅郡御宿町

安房

館山市

館山市

鴨川市

山武長生
夷隅

山武郡横芝光町

長生郡一宮町

長生郡睦沢町

長生郡長生村

長生郡白子町
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鴨川市立国保病院 関　洋史 296-0112 鴨川市 宮山233 04-7097-1221

亀田リハビリテーション病院 井合　茂夫 296-0041 鴨川市 東町975-2 04-7093-1400

小田病院 小田　常人 296-0001 鴨川市 横渚880 04-7092-1128

東条メンタルホスピタル 金井　重人 296-0044 鴨川市 広場1338 04-7092-2138

石川外科内科クリニック 武田　敏江 296-0001 鴨川市 横渚1105-1 04-7092-5210

医療法人社団宏和会　エビハラ病院 武士　昭彦 299-2862 鴨川市 太海630 04-7093-2626

医療法人鉄蕉会亀田総合病院 片多　史明 296-8602 鴨川市 東町929 04-7092-2211

南房総ファミリアクリニック 山倉　幹丈 299-2204 南房総市 本織43-1 0470-20-6171

間宮医院 間宮　聰 299-2703 南房総市 和田町仁我浦123 0470-47-2039

若林医院 若林　紀子 299-2226 南房総市 市部79 0470-57-2538

松永医院 松永　真美子 295-0021 南房総市 千倉町平舘764-1 0470-44-0385

南房総市立富山国保病院 鈴木　孝徳 299-2204 南房総市 平久里中1410-1 0470-58-0301

和穎医院 和穎　房代 295-0102 南房総市 白浜町白浜2666-3 0470-38-2313

七浦診療所 田中　かつら 295-0026 南房総市 千倉町大川912-2 0470-40-3330

山本医院 山本　宏 295-0004 南房総市 千倉町瀬戸2549 0470-44-0899

小嶋医院 小嶋　良宏 295-0004 南房総市 千倉町瀬戸2350 0470-40-1070

野﨑医院 野﨑　益司 295-0011 南房総市 千倉町北朝夷2319-1 0470-44-5222

鈴木医院 鈴木　正満 295-0003 南房総市 千倉町白子1812 0470-44-1010

松永醫院 松永　平太 295-0021 南房総市 千倉町平舘764-1 0470-44-0385

武内クリニック 武内　重樹 299-2117 安房郡鋸南町 勝山360 0470-55-2141

勝山クリニック 澤　晶子 299-2117 安房郡鋸南町 勝山319 0470-55-2138

高名清養病院 大島　伸司 292-0054 木更津市 長須賀1239 0438-22-6262

山田医院 山田　勝巳 292-0805 木更津市 大和1-10-7 0438-25-3811

鹿間医院 鹿間　伸明 292-0056 木更津市 木更津1-2-22 0438-22-4095

重城産婦人科小児科 重城　利國 292-0003 木更津市 万石358 0438-41-3700

重城病院 重城　明男 292-0003 木更津市 万石341-1 0438-40-0801

中村医院 中村　和成 292-0201 木更津市 真里谷250 0438-53-2041

津田医院 津田　浩史 292-0057 木更津市 東中央2ｰ1ｰ11 0438-25-4171

天野医院 天野　隆臣 292-0051 木更津市 清川2-21-1 0438-97-8211

武井整形外科 武井　紀夫 292-0061 木更津市 岩根1-1-5 0438-41-3611

松清医院 松清　央 292-0042 木更津市 清見台南1-7-18 0438-98-2065

薬丸病院 林　隆之 292-0831 木更津市 富士見2-7-1 0438-25-0381

医療法人社団　邦清会　木更津東邦病院 柴田　家門 292-0036 木更津市 菅生725-1 0438-98-8111

オビナタクリニック 大日方　研 292-0831 木更津市 富士見1-6-19 0438-25-2054

こざわクリニック 小澤　邦壽 292-0009 木更津市 金田東6-2-1-207 0438-97-5789

医療法人社団ゆうめい会　八幡台クリニック 古谷　雄三 292-0814 木更津市 八幡台3-1-25 0438-37-0709

中村医院 中村　和人 292-0201 木更津市 真里谷250 0438-53-2041

嶋田医院 嶋田　宗彦　 292-0053 木更津市 永井作1-10-12 0438-52-7575

君津市国保小櫃診療所 提箸　延幸 292-0451 君津市 末吉1046 0439-35-2020

青柳医院 青柳　博 299-1163 君津市 杢師2-16-3 0439-54-8000

千葉芙蓉病院 大津　裕司 292-0503 君津市 広岡297ｰ1 0439-50-7311

まえだクリニック 前田　直希 292-0432 君津市 浦田2-1 0439-27-2005

玄々堂君津病院 永嶌　嘉嗣 299-1144 君津市 東坂田4-7-20 0439-52-2366

玄々堂君津病院 山川　桃子 299-1144 君津市 東坂田4-7-20 0439-52-2366

三枝病院 三枝　奈芳紀 293-0012 富津市 青木1641 0439-87-0650

安房

南房総市

安房郡鋸南町

君津

木更津市

君津市

富津市



圏域 市町村名 医療機関名 氏名 郵便番号 電話番号

かかりつけ医認知症対応力向上研修修了者名簿 （令和２年12月２２日更新）

所在地

竹内医院 竹内　弘 293-0001 富津市 大堀1500 0439-87-0012

高橋医院 髙橋　正典 299-0236 袖ケ浦市 横田2624 0438-75-2017

袖ヶ浦医院 佐野　功 299-0263 袖ケ浦市 奈良輪1-8-8 0438-62-2401

田中医院 田中　弘一 299-0257 袖ケ浦市 神納2ｰ10ｰ7 0438-62-4800

福王台外科内科 吉田　明弘 299-0261 袖ケ浦市 福王台1-10-9 0438-62-3881

社会医療法人社団さつき会
袖ケ浦さつき台病院 細井　尚人 299-0246 袖ケ浦市 長浦駅前5-21 0438-62-1113

犬丸内科皮膚科クリニック 犬丸　達也 299-0245 袖ケ浦市 蔵波台2-28-5 0438-64-1191

社会医療法人社団さつき会
袖ケ浦さつき台病院 矢田　洋三 299-0246 袖ケ浦市 長浦駅前5-21 0438-62-1113

社会医療法人社団さつき会
袖ケ浦さつき台病院 久保　聡志 299-0246 袖ケ浦市 長浦駅前5-21 0438-62-1113

社会医療法人社団さつき会
袖ケ浦さつき台病院 新井　真 299-0246 袖ケ浦市 長浦駅前5-21 0438-62-1113

社会医療法人社団さつき会
袖ケ浦さつき台病院 秋元　晴年 299-0246 袖ケ浦市 長浦駅前5-21 0438-62-1113

社会医療法人社団さつき会
袖ケ浦さつき台病院 猪狩　友行 299-0246 袖ケ浦市 長浦駅前5-21 0438-62-1113

社会医療法人社団さつき会
袖ケ浦さつき台病院 村田　和大 299-0246 袖ケ浦市 長浦駅前5-21 0438-62-1113

社会医療法人社団さつき会
袖ケ浦さつき台病院 村上　喜生 299-0246 袖ケ浦市 長浦駅前5-21 0438-62-1113

社会医療法人社団さつき会
袖ケ浦さつき台病院 菊池　周一 299-0246 袖ケ浦市 長浦駅前5-21 0438-62-1113

社会医療法人社団さつき会
袖ケ浦さつき台病院 村上　峰子 299-0246 袖ケ浦市 長浦駅前5-21 0438-62-1113

社会医療法人社団さつき会
袖ケ浦さつき台病院 大嵩　早苗 299-0246 袖ケ浦市 長浦駅前5-21 0438-62-1113

社会医療法人社団さつき会
袖ケ浦さつき台病院 廣島　健三 299-0246 袖ケ浦市 長浦駅前5-21 0438-62-1113

社会医療法人社団さつき会
袖ケ浦さつき台病院 大熊　孝裕 299-0246 袖ケ浦市 長浦駅前5-21 0438-62-1113

いちはら協立診療所 岡田　朝志 290-0051 市原市 君塚2-17-7 0436-23-9201

しもやまクリニック 下山　真彦 290-0143 市原市 ちはら台西5-18-5 0436-75-5588

ひまわりクリニック 小林　弘忠 299-0111 市原市 姉崎2561 0436-60-1600

遠藤医院 遠藤　伸行 290-0004 市原市 辰巳台西1-5-2 0436-74-2809

原村医院 高野　学 290-0041 市原市 玉前76 0436-21-1259

斎賀医院 斎賀　一 290-0056 市原市 五井2775 0436-21-0011

四ツ谷医院 四ツ谷　敏朗 299-0111 市原市 姉崎112 0436-62-5151

姉崎病院 岡　賢了 299-0118 市原市 椎津2558-1 0436-66-1161

寺嶋医院 寺嶋　雅史 290-0062 市原市 八幡1349ｰ3 0436-41-9981

若宮中央医院 高　博明 290-0006 市原市 若宮 3-2-3 0436-41-8180

鎗田病院 松本　京一 290-0056 市原市 五井899 0436-21-1655

大倉耳鼻咽喉科医院 大倉　崇 290-0054 市原市 五井中央東1-11-18 0436-21-4187

大木医院 大木　美秀 290-0075 市原市 南国分寺台4-7-9 0436-23-8881

徳政内科クリニック 徳政　義和 290-0054 市原市 五井中央東1-7-1 0436-22-5500

日高クリニック 日高　紀子 290-0062 市原市 八幡578 0436-40-3366

望星姉崎クリニック 武田　福治 299-0111 市原市 姉崎3-6-2 0436-61-3511

いちはら協立診療所 荒原　健男 290-0051 市原市 君塚2-17-7 0436-23-9201

コスモスクリニック 押田　恵子 290-0143 市原市 ちはら台西3-4 0436-98-3111

原村医院 髙野　慎 290-0041 市原市 玉前 76 0436-21-1259

光クリニック 大岡　光 290-0050 市原市 更級1-7-16 0436-20-6166

斎賀医院 馬場　泰子 290-0056 市原市 五井 2775 0436-21-0011

市原鶴岡病院 小河　直之 290-0206 市原市 新堀 955 0436-36-1511

千葉県循環器病センター 村山　博和 290-0512 市原市 鶴舞575 0436-88-3111

鎗田病院 鈴木　秀 290-0056 市原市 五井899 0436-21-1655

飯倉整形外科クリニック 飯倉　康弘 290-0081 市原市 五井中央西1-31-4 0436-20-8600

麻薙眼科 麻薙　薫 290-0056 市原市 五井2541-5 0436-21-5739

市原

市原市

市原市

君津

袖ケ浦市
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市原整形外科 高野　量彰 290-0062 市原市 八幡1836-3 0436-43-1656

五井中央診療所 泉水　昇 290-0054 市原市 五井中央東1-10-19 0436-23-3737

辰巳台クリニック 関澤　裕人 290-0003 市原市 辰巳台東3-15-2 0436-76-8800

千葉県循環器病センター 斉藤　学 290-0512 市原市 鶴舞575 0436-88-3111

原村医院 髙野　恒子 290-0041 市原市 玉前76 0436-21-1259

藤原整形外科医院 藤原　稔 290-0225 市原市 牛久1189 0436-92-0046

めぐろクリニック 目黒　英典 299-0111 市原市 姉崎1995-5 0436-62-7755

市原メディカルキュア 遠山　洋一 299-0111 市原市 姉崎658 0436-61-0519

千葉労災病院 小沢　義典 290-0003 市原市 辰巳台東2-16 0436-74-1111

市原


