
圏域 市町村名 医療機関名 氏名 郵便番号 電話番号

中村古峡記念病院 松本　史 260-0844 千葉市中央区千葉寺町188 043-261-3336

山口内科外科クリニック 山口　明 260-0045
千葉市中央区弁天1-2-3　KMビ
ル2階

043-207-7781

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

真清クリニック 日比野　久美子 262-0006 千葉市花見川区横戸台14-1 043-259-5951

生活クラブ風の村　園生診療所 高須　康弘 263-0051 千葉市稲毛区園生町1107-7 043-253-8497

富家千葉病院 影原　彰人 263-0001 千葉市稲毛区長沼原277-1 043-250-3110

医療法人社団誠馨会　総泉病院 羽鳥　文麿 265-0073 千葉市若葉区更科町2592 043-237-5001

医療法人社団誠馨会　総泉病院 内野　福生 265-0073 千葉市若葉区更科町2592 043-237-5001

千城台クリニック 光永　伸一郎 264-0007 千葉市若葉区小倉町829 043-233-2222

わかば在宅クリニック 桝田　善仁 264-0025
千葉市若葉区都賀3-25-8都賀
HKビル3階

043-497-5088

医療法人社団賢仁会あすみが丘医院 佐渡　賢太 267-0066 千葉市緑区あすみが丘2-17-5 043-497-6463

医療法人社団賢仁会あすみが丘医院 桝田　志保 267-0066 千葉市緑区あすみが丘2-17-5 043-497-6463

医療法人社団圭恵会　すずらんクリニック 網谷　肇 266-0031 千葉市緑区おゆみ野4-2-7 043-312-5070

医療法人社団圭恵会　すずらんクリニック 竹内　圭志 266-0031 千葉市緑区おゆみ野4-2-7 043-312-5557

おゆみの中央病院 佐野　大 266-0033 千葉市緑区おゆみ野南6-49-9 043-300-3355

川嶋産婦人科・内科 川嶋　裕子 261-0011 千葉市美浜区真砂1-12-11 043-278-0631

介護老人保健施設　葵の園・美浜 板倉　純夫 261-0001 千葉市美浜区幸町1-38-5 043-302-5000

（医）社団平静会　大村病院 大村　益一 272-0023 市川市南八幡4-14-2 047-377-3111

医聖よろずクリニック 山中　ゆか 272-0143 市川市相之川１ー８ー１ 047-358-3070

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

介護老人保健施設市川ゆうゆう 古場　群巳 272-0802 市川市柏井町４－２２９－４ 047-338-1910

介護老人保健施設　ハートケア市川 岸　清 272-0803 市川市奉免町59番地2号 047-303-8222

門田整形外科医院 門田　剛 272-0825 市川市須和田1-23-12 047-374-1221

行徳総合病院 佐々木　薫 272-0103 市川市本行徳5525-2 047-395-1151

たきあ胃腸科クリニック 松本　悟 272-0827 市川市国府台5-9-12 047-372-9832

たていし内科 立石　紀美子 272-0815 市川市北方2-5-12 047-334-0077

長浜クリニック 陣　優子 272-0812 市川市若宮2-13-6 047-333-5010

ひらかわクリニック 平川　誠 272-0121 市川市末広1-15-6 047-307-7070

本八幡クリニック 浦野　美晴 272-0023 市川市南八幡5-11-14 047-370-2222

京成電鉄診療所 永渕　祥大 272-8510 市川市八幡3－3－1 047-712-7332

まごころクリニック行徳 森多　克行 272-0133
市川市行徳駅前1-12-17奥村ビ
ル1F

047-318-3977

大塚医院 大塚　智博 272-0021 市川市八幡4-9-7 047-334-4549

国際医療福祉大学市川病院 内山　智之 272-0827 市川市国府台6-1-14 047-375-1111

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

いちかわ内科脳神経内科 伊藤　敬志 272-0031 市川市平田2-7-2 047-325-7500

ひさきファミリークリニック 久木　良平 272-0805 市川市大野町2-107-1 047-303-8000

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

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

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

医療法人弘仁会　　板倉病院 久野　慎一 273-0005 船橋市本町2-10-1 047-431-2662

医療法人弘仁会　　板倉病院 梶原　麻実子 273-0005 船橋市本町2-10-1 047-431-2662

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

医療法人社団健仁会　船橋北病院 南　雅之 274-0054 船橋市金堀町521-36 047-457-7151

医療法人社団健仁会　船橋北病院 工藤　宏子 274-0054 船橋市金堀町521-36 047-457-7151

医療法人社団健仁会　船橋北病院 秋坂　真史 274-0054 船橋市金堀町521-36 047-457-7151

医療法人同和会　千葉病院 伊藤　順子 274-0822 船橋市飯山満町2-508 047-466-2176

医療法人同和会　千葉病院 小松　尚也 274-0822 船橋市飯山満町2-508 047-466-2176

医療法人同和会　千葉病院 須原　信平 274-0822 船橋市飯山満町2-508 047-466-2176

認知症サポート医養成研修修了者名簿 （R４年12月1日更新）
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認知症サポート医養成研修修了者名簿 （R４年12月1日更新）

所在地

医療法人社団千裕会　　こばやしクリニック 小林　裕夫 274-0824 船橋市前原東6-20-35 047-479-0122

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

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

介護老人保健施設　フェルマータ船橋 斉藤　康文 274-0822 船橋市飯山満町1－822 047-425-5581

きたなら駅上ほっとクリニック 秋根　良英 274-0063
船橋市習志野台3-1-1
エキタきたなら3F

047-401-1707

佐瀬医院 井村　有子 273-0021 船橋市海神4-1-14 047-431-0034

さんいく会ファミリークリニック 石井　隆幸 274-0064 船橋市松が丘1-5-4 047-466-1515

志村医院 小齊平　惠 274-0072 船橋市三山8-7-2 047-472-7166

セコメディック病院 中崎　將 274-0053 船橋市豊富町696-1 047-457-9900

高木医院 髙木　康博 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

たけしファミリークリニック 北垣　毅 274-0063 船橋市習志野台６－３－２５ 047-465-1192

土居内科医院 土居　良康 273-0036 船橋市東中山1-18-10 047-334-2686

東武塚田クリニック 林　直樹 273-0042 船橋市前貝塚町565-12 047-430-3322

戸張クリニック 戸張　雅晴 274-0073 船橋市田喜野井7-3-13 047-456-4777

なかむら内科消化器クリニック 中村　順哉 273-0021 船橋市海神6-7-12 047-433-4976

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

深沢医院 深沢　琢也 274-0825 船橋市前原西２－８－３ 047-472-3069

船津医院 船津　陽子 274-0825 船橋市前原西8-24-5 047-466-6711

船橋総合病院 星野　将隆 273-0864 船橋市北本町1-13-1 047-425-1151

船橋中央病院 中山　静 273-8556 船橋市海神6-13-10 047-433-2111

船橋二和病院 石川　敬一 274-0805 船橋市二和東5-1-1 047-448-7111

船橋二和病院 池田　美佳 274-8506 船橋市二和東5-1-1 047-448-7111

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2Ｆ

047-456-0234

矢走クリニック 矢走　誠 273-0865 船橋市夏見1-1-3 047-422-0711

山本医院 山本　伸一 274-0814 船橋市新高根4-7-8 047-465-5566

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

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

ならしの内科外科 林　伸一 274-0072 船橋市三山2-1-11 047-403-8400

神経内科津田沼 朝比奈　正人 274-0825
船橋市前原西2-14-5榊原ビル7
Ｆ

047-470-0500

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

つばさ在宅クリニック西船橋 永島　徳人 273-0031 船橋市西船4-14-12-701 047-495-0111

つばさ在宅クリニック西船橋 元田　親章 273-0031 船橋市西船4-14-12-701 047-495-0111

南浜診療所 加藤　由紀子 273-0004 船橋市南本町6-5 047-431-3717

医療法人同和会 脳神経内科 津田沼 神田　武政 274-0825
船橋市前原西2-14-5　榊原ビル
7階

047-470-0500

医療法人同和会 脳神経内科 津田沼 水谷　智彦 274-0825
船橋市前原西2-14-5　榊原ビル
7階

047-470-0500

加藤医院 加藤　博美 273-0005 船橋市本町2-22-9 047-434-3232

トキ皮膚科 東山　都紀 274-0063
船橋市習志野台3-18-3田尻ビル
2F

047-464-5808

医療法人社団嬉泉会　大島記念嬉泉病院 勝然　秀一 274-0812 千葉県船橋市三咲3-5-15 047-448-3330

介護老人保健施設　リハビリケア船橋 園川　忠雄 273-0005 船橋市本町４－８－３０ 047-774-0220

介護老人保健施設　なつみの郷 菅原　安章 273-0866　 船橋市夏見台4丁目24番1号 047-439-7230

医療法人社団　俊景会　前原医院 鶴岡　淳 274-0825　 船橋市前原西3-23-11 047-472-2445

（医）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

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

047-403-3533

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

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ボ
ヌール大久保１０２

047-470-3330

東葛南部

船橋市
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所在地

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

蒔田内科医院 蒔田　隆二 275-0026 習志野市谷津5-6-14 047-473-1510

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

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

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

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

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

東葛南部 三橋病院 内海　雄思 275-0002 習志野市実籾2-21-1 047-472-8121

東京湾岸リハビリテーション病院 忽那　岳志 275-0026 習志野市谷津4-1-1 047-453-9000

東京湾岸リハビリテーション病院 田島　浩之 275-0026 習志野市谷津4-1-1 047-453-9000

鬼倉循環器内科クリニック 鬼倉　基之 276-0023 八千代市勝田台1-26-13 047-484-7070

介護老人保健施設八千代ケアセンター 荒井　秀二 276-0005 八千代市島田55-1 047-488-8788

勝田台病院 鈴木　健一 276-0024 八千代市勝田622-2 047-482-3020

さくらがわクリニック 櫻川　浩 276-0029 八千代市村上南5-5-18 047-405-7722

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

長沼クリニック 長沼　信治 276-0031 八千代市八千代台北6-11-9 047-470-5111

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

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

八千代リハビリテーション病院 大森　啓造 276-0015 八千代市米本1808 047-488-1555

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

ワコウクリニック 青嶌　和宏 276-0045
八千代市大和田1037-1ワコウビ
ル2F

047-484-1338

東京女子医科大学八千代医療センター 花島　文成 276-8524 八千代市大和田新田477-96 047-450-6000

東京女子医科大学八千代医療センター 高橋　一志 276-8524 八千代市大和田新田477-96 047-450-6000

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

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

宇野眼科 宇野　由美子 273-0101 鎌ケ谷市富岡1-6-5 047-445-6767

秋元病院 飯田　晋史郎 273-0121 鎌ケ谷市初富808-54 047-446-8100

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

はもれびクリニック 細田　亮 273-0125
鎌ケ谷市初富本町1-3-8
エクセルハイツKEYAKI　１F

047-4001-1986

上田クリニック 上田　建 279-0004 浦安市猫実3-18-12 047-354-1711

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

浦安中央病院 髙須　信美 279-0042 浦安市東野3-4-14 047-352-2115

浦安中央病院 高須　雄一 279-0042 浦安市東野3-4-14 047-352-2115

浦安中央公園クリニック 髙須　二郎 279-0021 浦安市富岡3-2-6 047-314-1771

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

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

新浦安虎の門クリニック 大前　由美 279-0013 浦安市日の出2-1-5 047-381-2077

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

047-390-7223

東京ベイ・浦安市川医療センター 江原　淳 279-0001 浦安市当代島3-4-32 047-351-3101

東京ベイ・浦安市川医療センター 吉野　かえで 279-0001 浦安市当代島3-4-32 047-351-3101

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

順天堂大学浦安病院 志村　秀樹 279-0021 浦安市富岡2-1-1 047-353-3111

鈴木医院 鈴木　芳明 279-0041 浦安市堀江1-35-28 047-354-5911

ひまわりクリニック 東條　相 279-0023
浦安市高洲１－２－１　舞浜倶楽
部新浦安フォーラム内1階

047-380-6660

浦安病院 藤田　充 279-0002 浦安市北栄４－１－１８ 047-353-8411

浦安やなぎ通り診療所 内田　一好 279-0004　 浦安市猫実2-13-26 047-354-8800

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

医療法人財団千葉健愛会　あおぞら診療所 文村　優一 271-0074 松戸市緑ヶ丘2-357 047-369-1248

医療法人財団千葉健愛会　あおぞら診療所 沼沢　祥行 271-0074 松戸市緑ヶ丘2-357 047-369-1248

習志野市

東葛南部

八千代市

鎌ケ谷市

浦安市
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所在地

医療法人財団千葉健愛会　あおぞら診療所 村山　慎一 271-0074 松戸市緑ケ丘2-357 047-369-1248

あおぞら診療所新松戸 星野　大和 270-0034
松戸市新松戸3-15　ＫＳ１２ビ
ル２Ｆ－Ｂ号

047-309-7200

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

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

いらはら診療所 苛原　実 270-0021 松戸市小金原4-3-2 047-347-2231

（医）社団実幸会　いらはら診療所 和田　忠志 270-0021 松戸市小金原4-3-2 047-347-2231

医療法人社団ときわ会　常磐平中央病院 中田　賢一郎 270-2261 松戸市常磐平6-1-8 047-387-4121

医療法人社団緑星会　　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

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

北松戸ぽぷらクリニック 馬場　敦 271-0064
松戸市上本郷902-5ﾊﾟｰｸｷｭｰﾌﾞ北
松戸1F

047-703-3131

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

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

新松戸中央総合病院 坂本　雄飛 270-0034 松戸市新松戸１－３８０ 047-345-1111

新松戸中央総合病院 今峰　衣理香 270-0034 松戸市新松戸1丁目380 047-345-1111

新八柱整形外科内科 菊地　崇 270-2263 松戸市常盤平柳町1-11 047-389-8511

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

丹野内科・循環器科 丹野　文博 271-0091
松戸市本町12-15
パップス松戸ビル501

047-308-2830

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

千葉西総合病院 平松　総一郎 270-2251 松戸市金ヶ作１０７－１ 047-384-8111

千葉西総合病院 阿部　彰 270-2251 松戸市金ヶ作107-1 047-384-8111

常盤平中央病院 鈴木　毅 276-2261 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

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

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

松戸呼吸器内科クリニック 古田　知行 271-0064 松戸市上本郷2674-8-1Ｆ 047-363-1572

森内科クリニック 堀越　雅江 270-0034 松戸市新松戸6-125 047-346-1818

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

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

梨香台診療所 中島　雅央 270-2222 松戸市高塚新田488-25 047-312-7301

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

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

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

矢切クリニック 深山　泰永 271-0097 松戸市栗山125-1 047-394-8850

石岡内科クリニック 石岡　晴彦 271-0091 松戸市本町6-8ライムハイツ501 047-363-7655

わざクリニック 和座　一弘 271-0047
松戸市西馬橋幸町13早稲田ビル
2F

047-309-1177

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

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

047-312-1717

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

六高台内科胃腸科クリニック 笹田　和裕 270-2203 松戸市六高台2-18-4 047-385-2251

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

医療法人社団創寿会　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

平岡クリニック 平岡　亮 270-0034
松戸市新松戸3-282　リリーフ
パートナーズ２階

047-701-5555

松戸市立総合医療センター 時永　耕太郎 270-2252 松戸市千駄堀993-1 047-712-2511

けやきトータルクリニック 宮川　秀文 270-0034 松戸市新松戸3-114 047-309-2299

むさしの北総クリニック 斉藤　永秀 270-2225 松戸市東松戸3-5-7-203 047-712-0300

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

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

愛和クリニック 荒井　真太郎 270-0023 松戸市八ヶ崎3-66-1 047-702-3028

宮前クリニック 山川　久仁子 270-2253 松戸市日暮5-195 047-311-1666

東葛北部 松戸市
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所在地

小山内科クリニック 杉田　俊寿 271-0093 松戸市小山１８９ 047-710-5173

加賀谷正クリニック 加賀谷　正 270-2225 松戸市東松戸３－７－１９ 047-312-7707

医療法人財団千葉健愛会　あおぞら診療所 住谷　智恵子 271-0074
松戸市緑ヶ丘２－３５７　ソフィ
ア1階

047-369-1248

新松戸中央総合病院 片見　順 270-0034 松戸市新松戸1丁目３８０ 047-345-1111

くぼたクリニック松戸五香 窪田　徹矢 270-2261　 松戸市常盤平5-17-10 047－710-7411

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

小張総合病院 山川　一夫 278-8501 野田市横内29-1 04-7124-6666

関宿中央医院 善方　正一 270-0222 野田市木間ヶ瀬2423-1 04-7198-5108

野田南部診療所 三枝　誠一郎 278-0022 野田市山崎1737-2 04-7121-0171

野田南部診療所 大野 義一朗 278-0022 野田市山崎1737-2 04-7121-0171

野田南部診療所 星野　啓一 278-0022 野田市山崎1737-2 04-7121-0171

緩痛会　梅郷痛みと内科のクリニック 佐藤　直昭 278-0022 野田市山崎1850-1 04-7126-1900

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

愛宕駅前こころのクリニック 宿南　憲一 278-0037 野田市野田787-3iプラザ2階A号室04-7137-7100

愛宕駅前こころのクリニック 宿南　政枝 278-0037 野田市野田787-3iプラザ2階A号室04-7137-7100

（医）社団清風会　平野医院 平野　圭一 277-0071 柏市豊住1-1-45 04-7175-2222

（医）社団清風会　平野医院 平野　清 277-0071 柏市豊住1-1-45 04-7175-2222

医療法人社団昌擁会　　柏フォレストクリニック 若林　清仁 277-0042 柏市逆井字定山437-28 04-7160-5000

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

柏厚生総合病院 中澤　照夫 277-8551 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

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

クリニック柏の葉 村川　壽 277-0882 柏市柏の葉3-1-34 04-7132-8883

クリニック柏の葉 村川　康子 277-0882 柏市柏の葉3-1-34 04-7132-8883

クリニック柏の葉 山下　綾 277-0882 柏市柏の葉3-1-34 04-7132-8881

クリニック柏の葉 山下　智 277-0882 柏市柏の葉3-1-34 04-7132-8881

クリニック柏の葉 和田　翠 277-0882 柏市柏の葉3-1-34 04-7132-8883

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

須田医院 須田　憲男 277-0082 柏市緑ケ丘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

のぞみの花クリニック 古賀　友之 277-0836
柏市北柏台3-16
ﾍﾞﾙﾊｲﾑ北柏台103

04-7192-6180

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

初石病院 杉崎　諒太 277-0885 柏市西原7-6-1 04-7152-2251

初石病院 小栁　清光 277-0885 柏市西原7-6-1 04-7152-2251

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

北柏リハビリ総合病院 相田　成隆 277-0004 柏市柏下265 04-7169-8000

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

柏厚生総合病院 苅込　和裕 277-8551 柏市篠籠田617 04-7145-1111

医療法人社団　聖秀会　聖光ヶ丘病院 内田　耕一 277-0062 柏市光ヶ丘団地2-3 04-7171-2023

国立がん研究センター　東病院 高橋　真由美 277-8577　 柏市柏の葉6-5-1 04-7133-1111

医療法人社団天宣会　北柏リハビリ総合病院 平山　俊和 277-0004　 柏市柏下265 04-7169-8000

いけだ内科小児科クリニック 池田　郁雄 270-0163 流山市南流山2-8-10 04-7157-7717

石渡クリニック 石渡　隆 270-0114
流山市東初石3-133-4
第2メゾン豊晃ビル1階

04-7190-5551

笠原クリニック 笠原　裕司 270-0137
流山市市野谷665-40
ハナミズキテラス3階

04-7178-6633

千葉愛友会記念病院 石塚　朋樹 270-0161 流山市鰭ケ崎1-1 04-7159-1611

千葉愛友会記念病院 三村　俊介 270-0161 流山市鰭ヶ崎1-1 04-7178-9120

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

東葛病院 大谷　明 270-0153 流山市中102-1 04-7159-1011

東葛北部

野田市

柏市

流山市
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東葛病院 長尾　栄広 270-0153 流山市中102-1 04-7159-1011

東葛病院 藤澤　恵津子 270-0153 流山市中102-1 04-7159-1011

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丁目183番地1号
403Ｂ

04-7178-2677

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

医療法人社団愛友会　介護老人保健施設　ハート
ケア流山

真田　毅 270-0118　 流山市小屋146-1 04-7178-2200

医療法人財団東京勤労者医療会　東葛病院 三戸部　聖子 270-0153　 流山市中102-1 04-7159-1011

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

介護老人保健施設エスペーロ 坂口　昌司 270-1101 我孫子市布佐834-28 04-7189-1112

天王台こども・おとしよりクリニック 前田　弘子 270-1143 我孫子市天王台3-22-10 04-7182-5071

星野医院 星野　哲夫 270-1132 我孫子市湖北台１－５－７ 04-7188-2248

ほしの脳神経クリニック 星野　茂 270-1166 我孫子市我孫子4-43-17 04-7182-7171

あびこ診療所 今川　篤子 270-1176 我孫子市柴崎台2-1-3 04-7181-7007

東葛クリニック我孫子 藤田　省吾 270-1151　
我孫子市本町2-3-8
第１鈴木ビル４F

04-7183-5891

（医）鳳生会　成田病院　 藤崎　康人 286-0845 成田市押畑896 0476-22-1500

（医）鳳生会　成田病院 藤崎　壽路 286-0845 成田市押畑896 0476-22-1500

（医）鳳生会　成田病院 鈴木　みね子 286-0845 成田市押畑896 0476-22-1500

医療法人聖母会　　聖マリア記念病院 太田　不二雄 286-0106 成田市取香446 0476-32-0711

聖マリア記念病院 平井　貴之 286-0106 成田市取香446 0476-32-0711

成田リハビリテーション病院 小林　士郎 286-0113 成田市南三里塚宮園18－1 0476-37-4111

聖マリア記念病院 伊藤　雄一 286-0106 成田市取香446 0476-32-0711

聖マリア記念病院 中尾　泰崇 286-0106 成田市取香446 0476-32-0711

介護老人保健施設　百寿園 中山　陽 286-0845 成田市押畑896番地 0476-22-1500

みはま成田クリニック 稲山　えみ 286-0041　 成田市飯田町129-1 0476-29-8811

（医）社団和乃会　介護老人保健施設　葵の園・佐倉 比嘉　裕昭 285-0836 佐倉市生谷73-5 043-460-5101

いとうクリニック 伊藤　加寿子 285-0807 佐倉市山王1-39-6 043-486-6656

介護老人保健施設　　葵の園・佐倉南 谷口　滋 285-0815 佐倉市城字松ヶ丘188-335 043-481-3000

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

佐倉中央病院 塩屋　萌映 285-0014 佐倉市栄町20-4 043-486-1311

さくらホームクリニック 近藤　靖子 285-0859 佐倉市南ユーカリが丘15-26 043-460-5820

聖隷佐倉市民病院健診センター 有田　誠司 285-8765 佐倉市江原台2-36-2 043-486-0006

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

東邦大学医療センター佐倉病院 桂川　修一 285-8741 佐倉市下志津564-1 043-462-8811

東邦大学医療センター佐倉病院
メンタルヘルスクリニック

加藤　祐樹 285-8741 佐倉市下志津564-1 043-462-8811

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

佐倉中央病院 岩淵　康雄 285-0014　 佐倉市栄町20-4 043-486-1311

佐倉中央病院 石川　博久 285-0014　 佐倉市栄町20-4 043-486-1311

聖隷佐倉市民病院 我妻　将喜 285-8765　 佐倉市江原台2-36-2 043-486-1151

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

栗山中央病院 中田　瑛浩 284-0027 四街道市栗山906-1 043-421-0007

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

四街道徳洲会病院 大嶋　秀一 284-0032 四街道市吉岡1830-1 043-214-0111

四街道まごころクリニック 梅野　福太郎 284-0043 四街道市めいわ3-16-8-1階 043-309-8261

四街道メンタルクリニック 永井　將道 284-0044 四街道市和良比245-9-203 043-433-2231

介護老人保健施設　さんふらわ 楠目　信三 289-1115 八街市八街ほ45-1 043-442-3020

八街総合病院 椎名　裕美 289-1115 八街市八街ほ137-1 043-443-7311

酒々井町 千葉しすい病院 五十嵐　成英 285-0905 印旛郡酒々井町上岩橋1160-2 043-481-8111

我孫子市

印旛

成田市

佐倉市

四街道市

八街市
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所在地

コスモスの丘診療所 進藤　哲 270-1331
印西市牧の原1-3 プレーゲ印西
牧の原内

050-5318-8824

千葉新都市ラーバンクリニック 河内　雅章 270-1337 印西市草深138 0476-40-7711

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

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

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

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

牧の原いとうクリニック 伊東　聡行 270-1335 印西市原4-1 0476-47-5011

富里市 龍岡クリニック 龍岡　穂積 286-0221 富里市七栄653-73 0476-92-6970

医療法人社団白藤会　伊藤診療所 伊藤　和彦 270-1422 白井市復1450-23 047-492-0527

千葉白井病院 黒木　副武 270-1422 白井市復１４３９－２ 047-497-6800

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

北総白井病院 沖　一匡 270-1431 白井市根325-2-1 047-492-1001

北総白井病院 肥後　洋平 270-1431 白井市根325-2-1 047-492-1001

千葉白井病院 呉　輝雄 270-1422 白井市復1439-2 047-497-6800

浅利クリニック 浅利　俊彦 288-0814 銚子市春日町1246－3 0479-20-1888

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

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

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

須藤医院 須藤　直美 288-0066 銚子市和田町1442 0479-22-1311

関谷医院 関谷　貞三郎 288-0045 銚子市三軒町16-1 0479-22-0577

兒玉病院 兒玉　晃昌 288-0043 銚子市東芝町6-15 0479-23-3331

協和医院 斉間　恵樹 288-0801 銚子市唐子町8-33 0479-30-4855

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

海村医院分院 常岡　未知留 288-0048　 銚子市双葉町6-3 0479-25-1711

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

ここからクリニック 佐多　範洋 289-2511 旭市イ1638-4 0479-85-5101

海上寮療養所 加瀬　光一 289-2513 旭市野中4017 0479-60-0601

総合病院国保　旭中央病院 持田　英俊 289-2511 旭市イ-1326 0479-63-8111

総合病院国保　旭中央病院 伊良部　徳次 289-2511 旭市イ-1326 0479-63-8111

総合病院国保　旭中央病院 唐澤　秀治 289-2511 旭市イ-1326 0479-63-8111

小川内科 小川　雅博 289-2144 匝瑳市八日市場イの2783 0479-73-2658

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

老人保健施設　ミス・ヘンテ記念ケアセンター 佐々木　徳秀 289-2147 匝瑳市飯倉20番地 0479-73-2115

福島医院 福島　俊之 289-2144 匝瑳市八日市場イ202-1 0479-72-0175

鈴木医院 鈴木　賢次郎 289-2102 匝瑳市椿706 0479-72-0012

あいざわクリニック 会沢　昌倫 287-0003 香取市佐原イ2403-1 0478-55-8001

石井内科医院 石井　從道 287-0003 香取市佐原イ1700 0478-55-1414

香取おみがわ医療センター 寺本　修 289-0332 香取市南原地新田４３８番地１ 0478-82-3161

香取おみがわ医療センター 佐久間　勉 289-0332 香取市南原地新田４３８番地１ 0478-82-3161

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

イムス佐原リハビリテーション病院 富永　滋 287-0001 香取市佐原ロ2121-1 0478-55-1113

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

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

山野病院 山野　敬彦 287-0003 香取市佐原イ3416 0478-55-1225

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

神崎町 神崎クリニック 竹高　裕一 289-0221 香取郡神崎町神崎本宿671 0478-72-3117

多古町 国保多古中央病院 宇都宮　隆法 289-2241 香取郡多古町多古388-1 0479-76-2211

東庄町国民健康保険東庄病院 髙石　佳則 289-0612 香取郡東庄町石出2692-15 0478-86-1177

岡野医院 岡野　久 289-0601 香取郡東庄町笹川い４７１４ 0478-86-5757

印西市

白井市

香取海匝 銚子市

香取海匝

旭市

匝瑳市

香取市

東庄町



圏域 市町村名 医療機関名 氏名 郵便番号 電話番号
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所在地

（医）社団牧野会　牧野医院 牧野　治文 297-0023 茂原市千代田町2-1-1 0475-24-2222

上茂原診療所 森川　千惠子 297-0052 茂原市上茂原388-12 0475-25-2510

宍倉病院 宍倉　朋胤 297-0029 茂原市高師687 0475-24-2171

ポプラクリニック 鈴木　秋彦 277-0029 茂原市高師1017 0475-23-3111

茂原中央病院 松橋　亘 297-0035 茂原市下永吉796 0475-24-1191

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

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

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

茂原機能クリニック 伊藤　達哉 297-0012 茂原市六ツ野1834-1 0475-25-7755

ケアセンターかずさ 武田　從信 297-0078 茂原市高師台3-3-3 0475-27-4111

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

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

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

いすみ市 いすみこころのクリニック 和久津　直美 298-0004 いすみ市大原7954-1 0470-63-2611

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

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

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

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

地方独立行政法人　さんむ医療センター 吉田　祐一 289-1326　 山武市成東167番地 0475-82-2521

九十九里町 九十九里病院 佐藤　直希 283-0104 山武郡九十九里町片貝２７００ 0475-76-8282

横芝町 髙根病院 我妻　将喜 289-1608　 千葉県山武郡芝山町岩山2308 0479-77-1133

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

医療法人社団秋齊会　　秋場医院 秋場　齊 299-4303 長生郡一宮町東浪見1627-2 0475-42-3323

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

睦沢町 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・睦沢町役場 鹿間　毅 299-4403 長生郡睦沢町上市場1504 0475-44-2236

長生村 長生八積医院 加藤　昌子 299-4332 長生郡長生村金田2583 0475-32-3282

大多喜町 大多喜病院 和久津　里行 298-0223 夷隅郡大多喜町上原786 0470-82-2714

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

聖光会病院 山内　泰洋 297-0216 長生郡長柄町立鳥745-1 0475-35-5151

聖光会病院 齋藤　光徳 297-2216 長生郡長柄町立鳥745-1 0475-35-5151

御宿町 （財）千代田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

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

（社医）社団木下会　館山病院 竹内　信一 294-0037 館山市長須賀196 0470-22-1122

亀田ファミリークリニック館山 吉澤　瑛子 294-0051 館山市正木4304-9 0470-20-5520

亀田ファミリークリニック館山 久保田　希 294-0051 館山市正木4304-9 0470-20-5520

亀田ファミリークリニック館山 年森　慎一 294-0051 館山市正木4304-9 0470-20-5520

亀田ファミリークリニック館山 河田　祥吾 294-0051 館山市正木4304-9 0470-20-5520

亀田ファミリークリニック館山 濱田　春樹 294-0051 館山市正木4304-9 0470-20-5520

亀田ファミリークリニック館山 金久保　祐介 294-0051 館山市正木4304-9 0470-20-5520

亀田ファミリークリニック館山 久保　伸貴 294-0051　 館山市正木4304-9 0470-20-5520

小林病院 小林　剛 294-0056 館山市船形909 0470-27-3811

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

千葉県安房健康福祉センター 松本　良二 294-0045 館山市北条1093－1 0470-22-5511

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

安房地域医療センター 常石　大輝 294-0014 館山市山本1155 0470-25-5111

安房地域医療センター 西　真由 294-0014 館山市山本1155 0470-25-5111

安房地域医療センター 中島浩一 294-0014 館山市山本1155 0470-25-5111

山武長生
夷隅

茂原市

東金市

勝浦市

山武市

一宮町

山武長生
夷隅

長柄町

安房

館山市
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所在地

安房地域医療センター 上嶋　浩順 294-0014 館山市山本1155 0470-25-5111

安房地域医療センター 西　明博 294-0014 館山市山本1155 0470-25-5111

安房地域医療センター 高岡　沙知 294-0014 館山市山本1155 0470-25-5111

北条病院 角田　泰彦 294-0045　 館山市北条1089 0470-23-1966

石川外科内科クリニック 武田　敏江 296-0001 鴨川市横渚1056-3 04-7092-5210

東条メンタルホスピタル 柳田　拓洋 296-0044 鴨川市広場1338 04-7092-2138

東条メンタルホスピタル 佐藤　貴久 296-0044 鴨川市広場1338 04-7092-2138

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

東条病院 関口　千春 296-0044 鴨川市広場1615 0470-92-1207

眞木クリニック 眞木　寿之 299-2841 鴨川市西江見131 04-7096-0070

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

南房総ファミリアクリニック 山倉　幹丈 294-0822 南房総市本織43-1 0470-20-6171

松永医院 松永　平太 295-0021 南房総市千倉町平館764-1 0470-44-0385

松永医院 田上　玲奈 295-0021 南房総市千倉町平館764-1 0470-44-0385

野﨑医院 野﨑　益司 295-0011 南房総市千倉町比朝夷2319-1 0470-44-5222

鋸南町 鋸南町国民健康保険鋸南病院 金親　正敏 299-1902 安房郡鋸南町保田359 0470-55-2125

（医）社団緑の会　嶋田医院 嶋田　宗彦 292-0053 木更津市永井作1-10-12 0438-52-7575

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

上総記念病院 本吉　光隆 292-0832 木更津市新田1-11-25 0438-22-7111

木更津東邦病院 柴田　家門 292-0036 木更津市菅生725-1 0438-97-3311

木更津東邦病院 千葉　裕 292-0036 木更津市菅生725-1 0438-98-8111

木更津東邦病院 小島　英郎 292-0036 木更津市菅生725-1 0438-98-8111

木更津病院 古関　啓二郎 292-0061 木更津市岩根2-3-1 0438-41-1551

木更津病院 関根　博 292-0061 木更津市岩根2-3-1 0438-41-1551

君津中央病院 八木下　敏志行 292-8535 木更津市桜井1010 0438-36-1071

金田クリニック重城 重城　明男 292-0009 木更津市金田東6-43-1 0438-97-5611

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

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

よこすか医院 横須賀　淳 292-0061 木更津市岩根3-10-25 0438-41-2912

医療法人社団明竹会　竹内基クリニック 竹内　基 292-0807 木更津市請西南4丁目2-9 0438-30-2266

医療法人社団マグノリア会　よこすか医院 齋藤　真梨子 292-0061 木更津市岩根3-10-25 0438-41-2912

松清医院 松清　央 292-0042 木更津市清見台南１－９－６ 0438-98-2065

千葉県君津保健所 久保　秀一 292-0832　 木更津市新田3-4-34 0438-22-3743

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

小ぐれ医院 小榑　二世 299-1162 君津市南子安8-19-1 0439-55-6611

メディケアー君津 伊賀　浩 299-1134 君津市八幡62-1 0439-50-3111

東病院 川口　哲也 293-0001 富津市大堀2114 0439-87-0165

介護老人保健施設　わかくさ 堀　達彦 293-0041 富津市上335-1 0439-80-5678

鈴木内科クリニック 鈴木　俊彦 299-1611 富津市長崎331-3 0439-70-6111

原田内科小児科医院 原田　則雄 299-1607 富津市湊497-5 0439-67-3223

竹内医院 竹内　修 293-0001 富津市大堀2-14-15 0439-87-0012

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

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

袖ヶ浦さつき台病院 菊池　周一 290-0246 袖ケ浦市長浦駅前5-21 0438-62-1113

袖ヶ浦さつき台病院 細井　尚人 299-0246 袖ケ浦市長浦駅前5-21 0438-62-1113

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

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

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

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

鴨川市

南房総市

君津

木更津市

君津市

富津市

袖ケ浦市
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所在地

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

坂本脳神経外科クリニック 坂本　道雄 290-0266 市原市海保72-2 0436-21-8422

仁天堂医院 三橋　京子 290-0225 市原市牛久1192 0436-92-0015

高岡西洋医学東亜医学医院 高岡　千容 299-0109 市原市千種2-9-1 0436-20-0336

千葉労災病院 宮本　隆一 290-0003 市原市辰己台東2-16 0436-74-1111

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

千葉労災病院 小河原　一恵 290-0003 市原市辰巳台東2-16 0436-74-1111

千葉ろうさい病院 小泉　湧芽 290-0003 市原市辰巳台東2-16 0436-74-1111

永野病院 山形　敏之 290-0221 市原市馬立８０２－２ 0436-95-3524

横山医院 横山　淑雄 290-0021 市原市山田橋1-1-1 0436-41-6123

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

医療法人社団健老会　姉崎病院 佐々木　廣憲 299-0118 市原市椎津2558-1 0436-66-1161

千葉県循環器病センター 赤荻　悠一 290-0512　 市原市鶴舞575 0436-88-3111

千葉県循環器病センター 本間　甲一 290-0512　 市原市鶴舞575 0436-88-3111

市原 市原市


