
保健所コード 管轄保健所 医療機関名 郵便番号 住所
1 習志野 医療法人社団　東邦鎌谷病院 273-0132 鎌ケ谷市栗野５９４
1 習志野 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
1 習志野 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
1 習志野 医療法人徳洲会　鎌ケ谷総合病院 273-0121 鎌ケ谷市初富９２９－６
1 習志野 新鎌ヶ谷皮ふ科 273-0107 鎌ケ谷市新鎌ヶ谷１－１８－５ディアヴェルジュ２０２
1 習志野 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
1 習志野 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
1 習志野 畑医院 273-0113 鎌ケ谷市道野辺中央５－１－７４
1 習志野 堀江皮膚科医院 273-0101 鎌ケ谷市富岡１－６－５
1 習志野 村井クリニック 275-0013 習志野市花咲１－１１－５
1 習志野 かすみクリニック 275-0022 習志野市香澄２－９－９
1 習志野 あんどうクリニック 275-0002 習志野市実籾４－６－７
1 習志野 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 275-0006 習志野市泉町１－１－１
1 習志野 よこやま内科クリニック 275-0006 習志野市泉町３－１－５　FA24習志野ビル3階
1 習志野 奏の杜さとう小児科 275-0028 習志野市奏の杜１－１２－３ＭＦビル２０３
1 習志野 津田沼南クリニック 275-0028 習志野市奏の杜３－３－１５
1 習志野 医療法人社団慈奏会　奏の杜耳鼻咽喉科クリニック 275-0028 習志野市奏の杜３－３－１７
1 習志野 赤松眼科医院 275-0021 習志野市袖ケ浦４－１７－５
1 習志野 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
1 習志野 医療法人社団瑞光会　青木眼科 275-0011 習志野市大久保１－２９－１５
1 習志野 古川医院 275-0011 習志野市大久保２－１４－２０
1 習志野 まえだこどもクリニック 275-0011 習志野市大久保２－２－１大久保２丁目ビル２０１
1 習志野 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4階
1 習志野 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
1 習志野 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
1 習志野 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
1 習志野 谷津保健病院 275-0026 習志野市谷津４－６－１６
1 習志野 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
1 習志野 ポプラ歯科クリニック 275-0026 習志野市谷津５－２７－１５三山マンション１０１
1 習志野 医療法人社団鐘韻会　まきた内科医院 275-0026 習志野市谷津５－６－１４
1 習志野 イナミ歯科クリニック 275-0016 習志野市津田沼６－４－６－１Ｆ
1 習志野 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
1 習志野 北原整形外科 275-0012 習志野市本大久保３－９－２４
1 習志野 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ベエルジェールゆりのき２階
1 習志野 医療法人社団眞緑会　平良・クリニック 276-0023 八千代市勝田台１－３６－１１
1 習志野 ふじホームクリニック 276-0023 八千代市勝田台２－４３－１
1 習志野 庄司歯科クリニック 276-0023 八千代市勝田台５－３０－８
1 習志野 医療法人社団厚友会露仙堂クリニック 276-0020 八千代市勝田台北１－１０－９ＣＲＥＡ勝田台２Ｆ
1 習志野 医療法人社団啓友会　あべこどもクリニック 276-0020 八千代市勝田台北１－８－７ＫＥＩＹＵビル２Ｆ
1 習志野 医療法人社団櫻川会さくらがわクリニック 276-0029 八千代市村上南５－５－１８
1 習志野 緑が丘小児科 276-0046 八千代市大和田新田１１４６－３　１４６街区４画地
1 習志野 細野こどもクリニック 276-0046 八千代市大和田新田１５
1 習志野 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
1 習志野 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
1 習志野 めぐみ眼科 276-0046 八千代市大和田新田７６－４０
1 習志野 島田台総合病院 276-0004 八千代市島田台８８７－７
1 習志野 どいこどもクリニック 276-0034 八千代市八千代台西２－２－７
1 習志野 医療法人社団新緑会こうづ整形外科 276-0034 八千代市八千代台西９－２－１１
1 習志野 平野内科医院 276-0032 八千代市八千代台東４－１４－７
1 習志野 医療法人社団鏡友会　三浦耳鼻咽喉科医院 276-0031 八千代市八千代台北3-2-12
1 習志野 八千代リハビリテーション病院 276-0015 八千代市米本１８０８
1 習志野 医療法人社団　心和会新八千代病院 276-0015 八千代市米本２１６７
1 習志野 医療法人社団　清心会　緑が丘メディカルクリニック 276-0040 八千代市緑が丘西３－８－７
2 市川 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１階
2 市川 原小児科クリニック 279-0023 浦安市高洲1-9-9
2 市川 吉野クリニック 279-0022 浦安市今川４－２－３３
2 市川 医療法人社団星陵会　オーラルケア浦安歯科・小児歯科・矯正歯科 279-0042 浦安市東野３－４－１ アクロスプラザ浦安東野２F
2 市川 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
2 市川 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
2 市川 医療法人社団恵仁会　牧野クリニック 279-0001 浦安市当代島１－３－２９　I Mビル３F
2 市川 浦安ハートこどもクリニック 279-0001 浦安市当代島１－４－１ 第一西脇ビル２０２
2 市川 浦安ハートこどもクリニック 279-0001 浦安市当代島１－４－１第一西脇ビル２０２
2 市川 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
2 市川 医療法人社団　かつなんクリニック 279-0001 浦安市当代島３－５－１
2 市川 かんだこどもクリニック 279-0013 浦安市日の出１－３－３６
2 市川 金子小児科クリニック 279-0012 浦安市入船１－４－１－８０４
2 市川 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店６Ｆ
2 市川 順風会小林クリニック 279-0012 浦安市入船１－４－１イオン新浦安店６階
2 市川 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新浦安中央ビル３０２
2 市川 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
2 市川 医療法人社団　明海皮ふ科 279-0011 浦安市美浜１－９－２　パシフィックマークス新浦安７F
2 市川 医療法人社団司誠会　イナガキ眼科 279-0011 浦安市美浜１－９－２－７０３
2 市川 新浦安クリニック 279-0011 浦安市美浜３－１－５
2 市川 順天堂大学医学部附属浦安病院 279-0021 浦安市富岡２－１－１
2 市川 井上こどもクリニック 279-0043 浦安市富士見２－９－１
2 市川 医療法人社団阿久津会　浦安駅前あくつ耳鼻咽喉科医院 279-0002 浦安市北栄１－１６－１７　原勝ビル３F
2 市川 松丸小児科アレルギー科クリニック 279-0002 浦安市北栄１－３－３４－２０１
2 市川 医療法人社団緑友会　らいおんハート内科整形外科リハビリクリニック 272-0133 市川市行徳駅前２－１６－１－４Ｆ
2 市川 医療法人社団桜尚会　さくら歯科口腔外科クリニック 272-0133 市川市行徳駅前２－１６－１－４Ｆ
2 市川 なかさこ医院 272-0133 市川市行徳駅前２－１７－２－１F
2 市川 医療法人社団順心会　まえだ小児科医院 272-0133 市川市行徳駅前２－２５－１２中島ビル１Ｆ
2 市川 ましずクリニック 272-0133 市川市行徳駅前２－２６－１５パークサイド桂１F
2 市川 近藤小児科 272-0133 市川市行徳駅前３－１６－２６
2 市川 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
2 市川 国際医療福祉大学市川病院 272-0827 市川市国府台６－１－１４
2 市川 市川シャポー眼科 272-0034 市川市市川１－１－１シャポー市川地下１階Ｄ－０３－０２
2 市川 あいこう耳鼻いんこう科 272-0034 市川市市川1－7－15カメイビル3階
2 市川 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アキオビル７Ｆ
2 市川 桜こどもクリニック市川 272-0034 市川市市川２－１－４Wakoukai Bldg.　３Ｆ
2 市川 さたけ眼科 272-0034 市川市市川２－２－１２ プロスペラール市川１階
2 市川 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
2 市川 医療法人社団紺整会　船橋整形外科市川クリニック 272-0033 市川市市川南１－８－６　ＹＳＤビル１，２Ｆ
2 市川 医療法人社団鴻翠会　柏の森クリニック 272-0812 市川市若宮３－４０－２９
2 市川 渡辺医院 272-0035 市川市新田１－２－１４
2 市川 医療法人社団真宏会　さたクリニック 272-0035 市川市新田３－２３－１６
2 市川 医療法人社団　小菅医院 272-0825 市川市須和田１－２４－１５
2 市川 東京歯科大学市川総合病院 272-8513 市川市菅野５－１１－１３
2 市川 医療法人社団慶桜会　かねこ医院 272-0832 市川市曽谷５－５－５
2 市川 斎藤医院 272-0832 市川市曽谷６－２４－２６
2 市川 ベリークリニック 272-0143 市川市相之川４－１４－１０クレイディアＭアンドＳ１Ｆ
2 市川 面野医院 272-0143 市川市相之川４－１５－１
2 市川 えんぴつ公園こどもクリニック 272-0143 市川市相之川４－５－１８渡辺ビル１Ｆ
2 市川 市川市急病診療所 272-0032 市川市大洲１－１８－１
2 市川 社会医療法人社団千葉県勤労者医療協会　市川市民診療所 272-0032 市川市大洲４－１０－２１
2 市川 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アネックス美至第３００２号室
2 市川 金子皮フ科クリニック 272-0025 市川市大和田２－１３－２５
2 市川 きし内科クリニック 272-0025 市川市大和田２－１３－２７
2 市川 医療法人八心会　上田医院 272-0835 市川市中国分２－１１－６
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2 市川 医療法人社団慈正会　日比医院 272-0823 市川市東菅野２－５－２２
2 市川 医療法人社団　小林医院 272-0138 市川市南行徳４－１－３
2 市川 医療法人社団平静会　大村病院 272-0023 市川市南八幡４－１４－２
2 市川 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
2 市川 医療法人社団おひさまの会　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
2 市川 本八幡クリニック 272-0023 市川市南八幡５－１１－１４
2 市川 医療法人社団　憲生会　藤田小児科医院 272-0021 市川市八幡１－２－１
2 市川 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
2 市川 桜こどもクリニック本八幡 272-0021 市川市八幡３－５－１本八幡キャピタルタワー１Ｆ
2 市川 いわはらキッズクリニック 272-0115 市川市富浜２－１４－４－２０１
2 市川 大谷医院 272-0031 市川市平田４－４－１
2 市川 小林医院 272-0815 市川市北方１－９－１４
2 市川 いざなぎクリニック 272-0837 市川市堀之内３－２３－１３
2 市川 もも整形外科 272-0837 市川市堀之内４－１１－２１
2 市川 岩沢医院 272-0132 市川市湊新田１－９－５
2 市川 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
2 市川 医療法人社団　吉田こどもクリニック 272-0111 市川市妙典４－１０－２８クリサンテーム妙典Ⅱ
2 市川 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ベルメゾン１０１
2 市川 いなだクリニック 272-0111 市川市妙典４－３－１０ベルメゾン２０１
2 市川 医療法人社団銀帆会　いいだ眼科 272-0111 市川市妙典４－５－２５
3 松戸 我孫子つくし野病院 270-1164 我孫子市つくし野１３１－１
3 松戸 あびこ小児科 270-1166 我孫子市我孫子１－１０－２０ラ・カンパネラ３Ｆ
3 松戸 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
3 松戸 わたなべファミリークリニック 270-1166 我孫子市我孫子2-3-2　RSCパークビル1F
3 松戸 よつばクリニック 270-1166 我孫子市我孫子４－１－７パークヒルズアビコ１階
3 松戸 藤田眼科 270-1132 我孫子市湖北台１－１－３
3 松戸 医療法人社団雅風会　佐藤内科医院 270-1132 我孫子市湖北台３－１２－５
3 松戸 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
3 松戸 小倉外科内科 270-1176 我孫子市柴崎台３－１９－２２
3 松戸 花島内科クリニック 270-1121 我孫子市中峠１２５６－２
3 松戸 天王台こどもおとしよりクリニック 270-1143 我孫子市天王台３－２２－１０
3 松戸 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
3 松戸 並木七丁目診療所 270-1165 我孫子市並木７－１－３２
3 松戸 日本大学松戸歯学部付属病院 271-0061 松戸市栄町西２－８７０－１
3 松戸 医療法人徳洲会　千葉西総合病院 270-2251 松戸市金ケ作１０７－１
3 松戸 松戸市こども発達センター 270-2218 松戸市五香西３－７－１
3 松戸 さくら眼科クリニック 270-2212 松戸市五香南２－３２－１
3 松戸 タカハシクリニック 270-0001 松戸市幸田２－７２
3 松戸 医療法人社団誠馨会　新東京クリニック 271-0077 松戸市根本４７３－１
3 松戸 医療法人社団誠馨会　新東京ハートクリニック 271-0077 松戸市根本４７４－１
3 松戸 林こどもクリニック 271-0077 松戸市根本７－１１
3 松戸 松戸秋山いけだ歯科クリニック 270-2223 松戸市秋山１－２－２７ベスタ松戸秋山２号館
3 松戸 医療法人社団紫友会　はらだ小児科 270-0014 松戸市小金４４－８高橋第二ビル
3 松戸 医療法人社団水平会　大久保医院 270-0013 松戸市小金きよしヶ丘１－１３－６
3 松戸 ながと内科皮膚科クリニック 270-0021 松戸市小金原４－９－１９
3 松戸 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
3 松戸 山口内科クリニック 270-0021 松戸市小金原７－２６－１１
3 松戸 北原歯科医院 271-0092 松戸市松戸1276－1ファミールスクエア松戸リーラコモンズ103
3 松戸 医療法人社団　ほっち医院 271-0092 松戸市松戸２０４４
3 松戸 医療法人社団煌道会　なないろガーデン歯科クリニック 270-2241 松戸市松戸新田１１６－１０
3 松戸 まるやまこどもクリニック 270-2241 松戸市松戸新田９４
3 松戸 たつみこどもクリニック 270-2261 松戸市常盤平３－１０－１セブンタウン常盤平３０２
3 松戸 森医院 270-2261 松戸市常盤平５－９－１７
3 松戸 新八柱整形外科内科 270-2265 松戸市常盤平陣屋前17-12
3 松戸 花輪医院 270-2266 松戸市常盤平西窪町９－１２
3 松戸 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
3 松戸 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
3 松戸 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
3 松戸 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
3 松戸 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
3 松戸 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
3 松戸 医療法人社団　健望会　あらき歯科クリニック 271-0046 松戸市西馬橋蔵元町６　２０２号
3 松戸 松戸市立総合医療センター 270-2296 松戸市千駄堀９９３－１
3 松戸 医療法人社団若水会　市場医院 270-0025 松戸市中和倉１６１－５
3 松戸 医療法人社団わかば会　松戸クリニック分室 270-2242 松戸市仲井町１－１１－５
3 松戸 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
3 松戸 ひがしまつど小児科 270-2225 松戸市東松戸２－２７－１
3 松戸 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
3 松戸 むさしの北総クリニック 270-2225 松戸市東松戸３－５－７－２０３
3 松戸 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３Ｆ・４Ｆ・５Ｆ
3 松戸 医療法人社団立靖会　ラビット歯科 270-2253 松戸市日暮１－１６－１RG八柱ビル3F
3 松戸 上原こどもクリニック 270-2253 松戸市日暮２－３－１ウインエクセレンスⅢ１Ｆ
3 松戸 やばしら眼科 270-2253 松戸市日暮２－８－３７
3 松戸 守岡小児科医院 270-0023 松戸市八ケ崎１－３３－３
3 松戸 医療法人社団　山浩会　八ヶ崎山下クリニック 270-0023 松戸市八ケ崎６－５６－１２
3 松戸 医療法人社団さくらのみち　わたき小児科 270-0023 松戸市八ヶ崎７－３２－１１　プチモンド八ヶ崎３－A
3 松戸 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
3 松戸 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
3 松戸 永田小児科医院 270-2203 松戸市六高台６－９３－１
3 松戸 医療法人社団誠馨会　新東京病院 270-2232 松戸市和名ヶ谷１２７１番地
3 松戸 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 松戸常盤平３－１１－６　飯島産業ビル１０１
3 松戸 医療法人社団ナイズ　キャップスクリニック流山おおたかの森 270-0128 流山市おおたかの森西１－１５－３コトエ流山おおたかの森３F
3 松戸 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
3 松戸 医療法人社団宏生会　おおたかの森西口クリニック 270-0128 流山市おおたかの森西１－３２－５
3 松戸 医療法人社団爽快呼吸ラボ　おおたかの森耳鼻科モーニングクリニック 270-0138 流山市おおたかの森東１－２－１ライフガーデン流山おおたかの森４０３－C
3 松戸 おおたかの森こどもクリニック 270-0139 流山市おおたかの森南１－４－１１ウエルスおおたかの森２Ｆ
3 松戸 医療法人社団こばやし会　こばやし耳鼻咽喉科　流山おおたかの森 270-0139 流山市おおたかの森南２－３４－１Kおおたかの森ビル４Ｆ
3 松戸 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
3 松戸 流山おおたかの森歯科矯正歯科 270-0132 流山市駒木３５６リセブロー１０２
3 松戸 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
3 松戸 東医院 270-0111 流山市江戸川台東３－１０２－２
3 松戸 かよ小児科・アレルギークリニック流山 270-0137 流山市市野谷５８５－１　LEVENおおたかの森２階
3 松戸 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
3 松戸 はせ眼科 270-0121 流山市西初石５－１１３－１　おおたかプラザビル３０１号
3 松戸 にしお小児科クリニック 270-0121 流山市西初石５－１１３－１　おおたかプラザビル３０３
3 松戸 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　わかばビル２階
3 松戸 南流山糖尿病栄養内科さいとうクリニック 270-0162 流山市大字木402ﾔｵｺｰ2F医療ﾓｰﾙ内
3 松戸 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
3 松戸 医療法人社団いしい眼科 270-0116 流山市中野久木５１１－２
3 松戸 流山中央病院 270-0114 流山市東初石２－１３２－２
3 松戸 おの歯科クリニック 270-0114 流山市東初石２－９２－６２
3 松戸 佐藤眼科クリニック 270-0114 流山市東初石３－１０３－３４　須藤ビル１F
3 松戸 おおたかの森歯科クリニック 270-0114 流山市東初石６－１８３－１  ライフガーデン４Ｆ
3 松戸 うのさわクリニック 270-0101 流山市東深井３８２－２０
3 松戸 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
3 松戸 医療法人社社団紀信会　西村内科胃腸科医院 270-0163 流山市南流山２－２４－４
3 松戸 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
3 松戸 医療法人社団順世会 徳重小児科医院 270-0163 流山市南流山４－１－１５南流山駅前ビル５Ｆ



保健所コード 管轄保健所 医療機関名 郵便番号 住所
3 松戸 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
3 松戸 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
3 松戸 医療法人社団日新会　田村内科クリニック 270-0135 流山市野々下３－９３１－３５
3 松戸 中島内科医院 270-0164 流山市流山１－２７１
4 野田 医療法人社団圭春会　小張総合クリニック 278-0004 野田市横内２０－１
4 野田 医療法人社団圭春会　小張総合病院 278-0004 野田市横内２９－１
4 野田 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
4 野田 キッコーマン総合病院 278-0005 野田市宮崎１００
4 野田 医療法人社団　愛世会　エミング野田クリニック 278-0005 野田市宮崎８１－６
4 野田 桜台診療所 278-0032 野田市桜台２４－２コージークリニックモール０１
4 野田 さえぐさ医院 278-0022 野田市山崎１３８５－１
4 野田 さえぐさ医院 278-0022 野田市山崎１３８５-１
4 野田 東京勤労者医療会　野田南部診療所 278-0022 野田市山崎１７３７－２
4 野田 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
4 野田 さいとう眼科 278-0051 野田市七光台４－２－２Ｆ
4 野田 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
4 野田 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
4 野田 医療法人社団泰慎会　たんぽぽこどもクリニック 278-0031 野田市中根３６－１イオンノア店３階
4 野田 医療法人社団真療会　野田病院 270-0237 野田市中里１５５４－１
4 野田 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
4 野田 あらい内科クリニック 278-0037 野田市野田１２２６
4 野田 医療法人社団圭春会　小張総合病院附属診療所 278-0037 野田市野田５２９
4 野田 岡田小児科医院 278-0037 野田市野田６５４
5 印旛 日本医科大学千葉北総病院 270-1694 印西市鎌苅１７１５
5 印旛 いんざいさくらクリニック 270-1335 印西市原１－２BIGHOPガーデンモール印西V－１０３
5 印旛 mahana　laides'　clinic 270-1335 印西市原１－２BIGHOPガーデンモール印西V１１１－１
5 印旛 牧の原いとうクリニック 270-1335 印西市原４－１
5 印旛 医療法人社団悠光会　いんざいクリニック 270-1348 印西市戸神５５７－４
5 印旛 医療法人社団　すずき小倉台医院 270-1356 印西市小倉台４－１２
5 印旛 医療法人社団仁者会
おかにわクリニック 270-1337 印西市草深１２０３－９
5 印旛 医療法人社団瑞祥会　いいづか歯科クリニック 270-1337 印西市草深２４１９－９
5 印旛 豊田眼科 270-1350 印西市中央北３－２イオンモール千葉ニュータウン２階
5 印旛 Ｄｒ．Ｋクリニック 270-1605 印西市平賀３７８０
5 印旛 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
5 印旛 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
5 印旛 医療法人社団ふたば会　あんべこどもクリニック 270-2327 印西市竜腹寺３５０－２
5 印旛 医療法人社団顕慈会　後藤医院 270-1516 印旛郡栄町安食３６４６
5 印旛 昭苑台クリニック 270-1515 印旛郡栄町安食台４－１２－７
5 印旛 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
5 印旛 医療法人社団CAC　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　Ｆ号室
5 印旛 医療法人社団工藤外科内科 285-0858 佐倉市ユ－カリが丘２－２－４
5 印旛 医療法人社団清栄会　古谷内科 285-0855 佐倉市井野１５５２
5 印旛 医療法人社団愛信会　佐倉中央病院 285-0014 佐倉市栄町２０－４
5 印旛 医療法人社団雄樹会　宍戸内科医院 285-0837 佐倉市王子台１－１８－７
5 印旛 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１F
5 印旛 佐倉ファミリークリニック 285-0837 佐倉市王子台３－５－１５－１０１
5 印旛 東邦大学医療センター佐倉病院 285-8741 佐倉市下志津５６４－１
5 印旛 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
5 印旛 はなわ眼科 285-0005 佐倉市宮前３－４－１０ラポール観山１Ｆ
5 印旛 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
5 印旛 いとうクリニック 285-0807 佐倉市山王１－３９－６
5 印旛 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
5 印旛 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
5 印旛 ウエルシア薬局　佐倉小竹店 285-0853 佐倉市小竹６６９－１
5 印旛 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２Ｆ
5 印旛 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
5 印旛 松ヶ丘クリニック 285-0815 佐倉市城１８８－３９
5 印旛 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
5 印旛 医療法人社団古香堂　永松整形外科 285-0845 佐倉市西志津３－２－２
5 印旛 みやけクリニック 285-0845 佐倉市西志津３－２－２
5 印旛 さわいこどもクリニック 285-0845 佐倉市西志津８－７－２７
5 印旛 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
5 印旛 医療法人社団　池医院 285-0812 佐倉市大崎台１－６－３
5 印旛 佐倉整形外科病院 285-0817 佐倉市大崎台４－３－５
5 印旛 白銀クリニック 285-0045 佐倉市白銀３－３－２
5 印旛 佐倉眼科医院 285-0811 佐倉市表町１－１７－７
5 印旛 四街道まごころクリニック 284-0043 四街道市めいわ３－１６－８－１階
5 印旛 はやし耳鼻咽喉科 284-0043 四街道市めいわ４－３－２２
5 印旛 めいわこどもクリニック 284-0043 四街道市めいわ４－３－２９
5 印旛 医療法人社団ひまわり会めいわクリニック 284-0043 四街道市めいわ４－３－３２
5 印旛 ライオン皮フ科 284-0016 四街道市もねの里２－７－７
5 印旛 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
5 印旛 医療法人社団健鳳会　よつかいどう眼科 284-0005 四街道市四街道１－１ＪＲ四街道駅ビル４階
5 印旛 医療法人社団水鏡塾　誠クリニック 284-0005 四街道市四街道１－４－１９
5 印旛 近藤歯科医院 284-0003 四街道市鹿渡９３３－２９６１・２・３ビル２０２号室
5 印旛 柴眼科 284-0003 四街道市鹿渡９３３－８２
5 印旛 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
5 印旛 秋草産婦人科藤原小児科医院 284-0001 四街道市大日２８８－１０
5 印旛 あさひクリニック 284-0045 四街道市美しが丘１－１８－７
5 印旛 大田クリニック 286-0029 成田市ウイング土屋１４１
5 印旛 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
5 印旛 医療法人社団渡辺小児科医院 286-0007 成田市はなのき台１－２２－１４
5 印旛 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
5 印旛 医療法人社団　柔仁会　矢野医院 289-0107 成田市猿山１１３１
5 印旛 医療法人鳳生会　成田病院 286-0845 成田市押畑８９６
5 印旛 京増内科クリニック 286-0033 成田市花崎町８４２－３
5 印旛 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
5 印旛 医療法人社団麗郷会　小田内科医院 286-0011 成田市玉造４－４２－３
5 印旛 山崎眼科クリニック 286-0018 成田市吾妻３－５０－１
5 印旛 公津の杜歯科クリニック 286-0048 成田市公津の杜１－１１－１３－１０１
5 印旛 いしがみ医院 286-0048 成田市公津の杜２－１７－７
5 印旛 国際医療福祉大学健康管理センター 286-8686 成田市公津の杜４－２　WA棟１階
5 印旛 木下医院 286-0048 成田市公津の杜５－２８－１
5 印旛 医療法人社団亮山会　わかば耳鼻咽喉科 286-0047 成田市江弁須字大道通４８７－１
5 印旛 成田市急病診療所 286-0017 成田市赤坂１－３－１
5 印旛 医療法人社団　長谷川医院 286-0025 成田市東町２１６
5 印旛 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
5 印旛 医療法人社団BreastCare　公津の杜メディカルクリニック 286-0041 成田市飯田町１２４－３
5 印旛 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
5 印旛 黄内科 286-0041 成田市飯田町１３６－４２
5 印旛 日本赤十字社　成田赤十字病院 286-8523 成田市飯田町９０－１
5 印旛 美郷台木内クリニック 286-0013 成田市美郷台１－１３－１０
5 印旛 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
5 印旛 いとうこどもクリニック 286-0013 成田市美郷台１－１５－８
5 印旛 医療法人社団邦久会　美郷台整形外科 286-0013 成田市美郷台３－２－３
5 印旛 医療法人社団東光会　北総白井病院 270-1431 白井市根３２５－２－１
5 印旛 ちよだクリニック 270-1431 白井市根７６－８
5 印旛 桜台メディカルクリニック 270-1412 白井市桜台２－５－２
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5 印旛 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
5 印旛 とりうみこどもクリニック 270-1432 白井市富士１２９－３１
5 印旛 医療法人社団白藤会　伊藤診療所 270-1422 白井市復１４５０－２３
5 印旛 白井由井内科 270-1424 白井市堀込１－２－７－２B
5 印旛 医療法人社団愛聖会　八街こどもクリニック 289-1114 八街市東吉田５１７－５７
5 印旛 関医院 289-1103 八街市八街に１１３
5 印旛 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
5 印旛 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
5 印旛 医療法人甲辰会　海保病院 289-1115 八街市八街ほ３８６
5 印旛 医療法人社団明生会　東葉クリニック八街 289-1103 八街市八街字柳沢に１０６－６５

5 印旛 戸村内科クリニック 286-0211 富里市御料葉山９２３－１１

5 印旛 医療法人社団七風会　すずきこどもクリニック 286-0221 富里市七栄６４６－７８６
5 印旛 龍岡クリニック 286-0221 富里市七栄６５３－７３
5 印旛 医療法人社団郷愛会　湯山整形外科 286-0221 富里市七栄674-19
5 印旛 医療法人社団明生会　東葉クリニックエアポート 286-0221 富里市七栄字西内野１２７－１０
5 印旛 黒須医院 286-0212 富里市十倉４４
5 印旛 医療法人徳州会　成田冨里徳州会病院 286-0201 富里市日吉台１－１－１
5 印旛 日吉台病院 286-0201 富里市日吉台１－６－２
5 印旛 はる内科小児科クリニック 286-0201 富里市日吉台４－１６－１８
6 香取 大木内科医院 289-2241 香取郡多古町多古２５３１
6 香取 医療法人社団明石会　さとうメディカルオフィス 289-2241 香取郡多古町多古２５３９
6 香取 国保多古中央病院 289-2241 香取郡多古町多古３８８
6 香取 岡野医院 289-0601 香取郡東庄町笹川い４７１４－４９
6 香取 鴇田医院 287-0102 香取市岩部１３８８
6 香取 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
6 香取 県立佐原病院 287-0003 香取市佐原イ２２８５
6 香取 越川医院 287-0003 香取市佐原イ７５３
6 香取 こしかわ眼科 287-0003 香取市佐原イ７５６－１４
6 香取 坂本医院 287-0001 香取市佐原ロ２０２８－４３
6 香取 小見川診療所 289-0302 香取市三ノ分目２５５－７
6 香取 香取おみがわ医療センター 289-0332 香取市南原地新田４３８－１
6 香取 宮内医院 289-0411 香取市府馬２８０５
6 香取 小見川ひまわりクリニック 289-0305 香取市分郷３２－１
6 香取 日新眼科 287-0002 香取市北3-13-10
6 香取 島崎医院 287-0002 香取市北３－４－８
7 海匝 医療法人社団筑紫会　青葉クリニック 289-2511 旭市イ４６４４
7 海匝 サンモール皮ふ科 289-2511 旭市イの２６７６－１ショッピングセンター　サンモール２Ｆ
7 海匝 社会福祉法人旭福祉会　やすらぎ歯科クリニック 289-2511 旭市イの３９２５－２
7 海匝 磯村クリニック 289-2504 旭市ニの２０番地５
7 海匝 旭市国民健康保険直営滝郷診療所 289-2602 旭市岩井１９３－１
7 海匝 医療法人社団一善会　旭眼科医院 289-2516 旭市口７８１
7 海匝 夢屋診療所 289-2501 旭市新町１０３０
7 海匝 重症心身障害児施設聖母療育園 289-2513 旭市野中３８３１
7 海匝 医療法人社団おひさま　かわて医院 289-2134 匝瑳市横須賀２８１５－２
7 海匝 かしわくま内科クリニック 289-2135 匝瑳市高野１６０－８
7 海匝 守医院 289-2102 匝瑳市椿１２６８
7 海匝 医療法人社団当為会　城之内医院 289-2121 匝瑳市東小笹８６
7 海匝 福島医院 289-2144 匝瑳市八日市場イ２０２－１
7 海匝 医療法人社団一善会　アサヒ眼科クリニック 289-2144 匝瑳市八日市場イ６１－６
7 海匝 医療法人社団明生会　東葉クリニック八日市場 289-2144 匝瑳市八日市場イ字稲荷沼１６－１
7 海匝 関谷医院 288-0045 銚子市三軒町１６－１
7 海匝 浅利クリニック 288-0814 銚子市春日町１２４６－３
7 海匝 吉野クリニック 288-0836 銚子市松岸町４－７７８－５１
7 海匝 力武医院 288-0056 銚子市新生町１－４５－２２
7 海匝 いしがみ小児科 288-0056 銚子市新生町２－５－１８
7 海匝 内田病院 288-0044 銚子市西芝町４－４
7 海匝 銚子市立病院 288-0031 銚子市前宿町５９７
7 海匝 医療法人　芳仁会　海村医院本院 288-0048 銚子市双葉町３－１９
7 海匝 医療法人　芳仁会　海村医院分院 288-0048 銚子市双葉町６－３
7 海匝 医療法人社団聡誠会　なゆきクリニック 289-0837 銚子市長塚町３－２５１
7 海匝 三枝整形外科医院 288-0801 銚子市唐子町３４－１２
7 海匝 医療法人積仁会　島田総合病院 288-0053 銚子市東町５－３
7 海匝 宮内医院 288-0054 銚子市馬場町７－１６
7 海匝 児玉メディカルクリニック 288-0874 銚子市豊里台１－１０４４－２１
7 海匝 医療法人社団廣仁会　東京堂クリニック 288-0002 銚子市明神町１－６２－１
7 海匝 滑藤薬局 288-0863 銚子市野尻町２７
8 山武 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
8 山武 さくらクリニック 289-1727 山武郡横芝光町宮川１１９４９－１
8 山武 医療法人社団玄裕会　越川医院 289-1727 山武郡横芝光町宮川２３８０－１
8 山武 医療法人社団千歯会　片貝デンタルクリニック 283-0104 山武郡九十九里町片貝２３８０
8 山武 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
8 山武 岩崎医院 289-1513 山武市松尾町猿尾３１１
8 山武 医療法人社団双仁会　花城医院 289-1527 山武市松尾町大堤１３６－３
8 山武 松尾クリニック 289-1527 山武市松尾町大堤４１－１
8 山武 医療法人社団　緑風会　鈴木医院 289-1223 山武市埴谷１２３３
8 山武 医療法人社団仁和会　睦岡クリニック 289-1223 山武市埴谷５４０－１
8 山武 さんむ医療センター 289-1326 山武市成東１６７
8 山武 さんむ眼科クリニック 289-1326 山武市成東７４４－１
8 山武 伊藤医院 289-1345 山武市津辺２３８
8 山武 医療法人社団伝統医学研究会　あきば伝統医学クリニック 289-1805 山武市蓮沼ニの２０８６番地
8 山武 医療法人社団千歯会　大網歯科医院 299-3236 大網白里市みやこ野２－２－１
8 山武 大網小児科クリニック 299-3251 大網白里市大網１０４
8 山武 医療法人社団明生会　東葉クリニック大網脳神経外科 299-3251 大網白里市大網字七島４８０－２
8 山武 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
8 山武 医療法人社団　向陽会　ひまわり眼科 299-3237 大網白里市仏島１１４
8 山武 医療法人社団穣仁会
　ますほ内科クリニック 299-3218 大網白里市北飯塚３４５－１
8 山武 東千葉メディカルセンター 283-8686 東金市丘山台３－６－２
8 山武 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
8 山武 りゅうクリニック 283-0005 東金市田間１２８５－２
8 山武 ふるがき糖尿病内科医院 283-0005 東金市田間２－２２－７
8 山武 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
8 山武 医療法人社団明生会　柿栖眼科医院 283-0068 東金市東岩崎５－４
8 山武 西田医院 283-0006 東金市東新宿１３－７
8 山武 医療法人社団明生会　東葉クリニック東新宿 283-0006 東金市東新宿字１－８－１
8 山武 医療法人社団座間泌尿器科医院 283-0066 東金市南上宿５－４１－１
9 長生 医療法人社団秋齊会　秋場医院 299-4303 長生郡一宮町東浪見１６２７－２
9 長生 もといハッピークリニック 299-4326 長生郡長生村一松乙２００５－４７
9 長生 医療法人社団南洲会　南洲会長生クリニック 299-4333 長生郡長生村七井土１６７８－１
9 長生 あまが台ファミリークリニック 299-4345 長生郡長生村本郷７２９３
9 長生 医療法人社団恵正会　長南中央医院 297-0121 長生郡長南町長南２２４８－１
9 長生 医療法人ＳＨＩＯＤＡ　塩田記念病院 297-0203 長生郡長柄町国府里５５０－１
9 長生 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
9 長生 安藤医院 299-4212 長生郡白子町古所３２７９－１
9 長生 酒井医院 299-4217 長生郡白子町北高根２３８９
9 長生 医療法人社団大征会　今井眼科医院 297-0029 茂原市高師８１０
9 長生 医療法人社団すこやか会　三上小児科医院 297-0074 茂原市小林２６３２－１
9 長生 牧野医院 297-0023 茂原市千代田町２－１－１
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9 長生 医療法人社団清羚会　大木医院 297-0037 茂原市早野４６３－３
9 長生 むなかたクリニック 297-0033 茂原市大芝５９９－１
9 長生 金坂医院 297-0057 茂原市中善寺４６８
9 長生 医療法人社団上総会　山之内病院 297-0022 茂原市町保３
9 長生 渡辺医院 297-0073 茂原市長尾２５９２
9 長生 清水三郎医院 297-0017 茂原市東郷１６９１
9 長生 東部台医院 297-0015 茂原市東部台３－２１－６
9 長生 志鎌医院 297-0024 茂原市八千代１－１－１
9 長生 公立長生病院 299-4192 茂原市本納２７７７
9 長生 茂原すみれ訪問クリニック 297-0026 茂原市茂原５９１-４
9 長生 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
10 夷隅 医療法人社団誠敬会大原眼科クリニック 298-0003 いすみ市いすみ市深堀１６０４－７
10 夷隅 いすみ医療センター 298-0123 いすみ市苅谷１１７７
10 夷隅 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
10 夷隅 ひあり内科医院 298-0002 いすみ市日在１９４７－１０
10 夷隅 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
10 夷隅 医療法人ＳＨＩＯＤＡ塩田病院 299-5235 勝浦市出水１２２１
10 夷隅 医療法人誠聖会　越後貫医院 299-5225 勝浦市墨名６７２
11 安房 医療法人橘会　勝山クリニック 299-2117 安房郡鋸南町勝山３１９
11 安房 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
11 安房 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
11 安房 鴨川市立国保病院 296-0112 鴨川市宮山２３３
11 安房 医療法人鉄蕉会　亀田クリニック 296-0041 鴨川市東町１３４４
11 安房 医療法人鉄蕉会　亀田クリニック　歯科センター 296-0041 鴨川市東町１３４４
11 安房 医療法人鉄蕉会　亀田総合病院 296-0041 鴨川市東町９２９
11 安房 医療法人　鉄蕉会　亀田総合病院 296-0041 鴨川市東町９２９
11 安房 鈴木内科クリニック 294-0036 館山市館山８０９－２
11 安房 ヤックスドラッグ城山薬局 294-0036 館山市館山８３３－１
11 安房 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
11 安房 医療法人社団慶勝会　赤門整形外科内科 294-0034 館山市沼１６１９
11 安房 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
11 安房 医療法人社団豊翔会天野クリニック 294-0051 館山市正木７９５番地１
11 安房 医療法人社団寿会　小林病院 294-0056 館山市船形９０９
11 安房 原クリニック 294-0037 館山市長須賀５１５
11 安房 鏡ヶ浦デンタルオフィス 294-0047 館山市八幡５４５－１イオンタワー館山
11 安房 たてやま友愛クリニック 294-0045 館山市北条１３５５－４０
11 安房 貴家医院 294-0045 館山市北条１７７８
11 安房 佐伯医院 294-0045 館山市北条２３０８－７
11 安房 和田眼科医院 294-0045 館山市北条２５７８－２７
11 安房 医療法人社団　花の谷クリニック 295-0003 南房総市千倉町白子２４４６
11 安房 医療法人社団　優和会　松永医院 295-0021 南房総市千倉町平館７６４－１
11 安房 石井クリニック 299-2521 南房総市白子２１３１
11 安房 医療法人社団和美和会　和穎医院 295-0102 南房総市白浜町白浜２６６６－３
11 安房 医療法人社団優心会　生方内科クリニック 299-2403 南房総市富浦町原岡137-1
11 安房 医療法人美篶会　中原病院 299-2703 南房総市和田町仁我浦１９－１
12 君津 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
12 君津 医療法人社団弘雄会　榎本整形外科 299-1152 君津市久保4-2-23
12 君津 医療法人社団克洋会　森広小児科クリニック 299-1142 君津市西坂田４－１１－１０
12 君津 水島外科内科クリニック 299-1144 君津市東坂田１－５－１０
12 君津 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
12 君津 君津サンクリニック 299-1175 君津市内箕輪１－２－９
12 君津 南子安眼科 299-1162 君津市南子安２－８－３０
12 君津 さとう眼科 299-1164 君津市北久保２－２－５
12 君津 医療法人社団博陽会　青柳医院 299-1163 君津市杢師２－１６－３
12 君津 田中医院 299-0257 袖ケ浦市神納２－１０－７

12 君津 犬丸内科皮膚科クリニック 299-0245 袖ケ浦市蔵波台２－２８－５

12 君津 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
12 君津 医療法人社団明光会　けやき台眼科 299-0241 袖ケ浦市代宿９１
12 君津 ヤマダ眼科クリニック 299-0263 袖ケ浦市奈良輪１－４－２
12 君津 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
12 君津 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
12 君津 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
12 君津 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
12 君津 医療法人社団栄陽会　東病院 293-0001 富津市大堀２１１４
12 君津 医療法人社団三東会　竹内医院 293-0001 富津市大堀２－１４－１５
12 君津 たなかハートクリニック 293-0001 富津市大堀４－１－２４
12 君津 医療法人社団大健会　天羽診療所 299-1617 富津市売津１３９－１
12 君津 原田内科小児科医院 299-1607 富津市湊４９７－５
12 君津 医療法人社団雅凰会　ほたるの眼科 292-0038 木更津市ほたる野２－５０－１
12 君津 医療法人社団育心会やまだこどもクリニック 292-0038 木更津市ほたる野３－２３－６
12 君津 医療法人社団ほたるの博友会　ほたるのセントラル内科 292-0038 木更津市ほたる野３－３０－３
12 君津 河木クリニック 292-0819 木更津市羽鳥野７－１８－１
12 君津 社会医療法人社団同仁会木更津病院 292-0061 木更津市岩根２－３－１
12 君津 医療法人新都市医療研究会「君津」会　玄々堂木更津クリニック 292-0014 木更津市高柳４７３７
12 君津 国保直営総合病院　君津中央病院 292-8535 木更津市桜井１０１０
12 君津 医療法人社団　松清医院 292-0042 木更津市清見台南１－９－６
12 君津 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
12 君津 天野医院 292-0051 木更津市清川２－２１－１
12 君津 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
12 君津 太田山クリニック 292-0044 木更津市太田３－２－２
12 君津 木更津クリニック 292-0805 木更津市大和１－４－１８
12 君津 山田医院 292-0805 木更津市大和２－２２－１
12 君津 君津郡市夜間急病診療所 292-0067 木更津市中央１－５－１８
12 君津 医療法人社団　大日方医院 292-0055 木更津市朝日３－２－３５
12 君津 大和クリニック 292-0055 木更津市朝日３－６－１１
12 君津 医療法人社団志仁会薬丸病院 292-0831 木更津市富士見２－７－１
12 君津 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
12 君津 池田医院 292-0015 木更津市本郷１－４－１６
13 市原 しもやまクリニック 290-0143 市原市ちはら台西５－１８－５
13 市原 西岡クリニック 290-0141 市原市ちはら台東１－２－１３
13 市原 安藤こどもクリニック 290-0141 市原市ちはら台東５－２－４
13 市原 タカダ薬局　ちはら台南店 290-0142 市原市ちはら台南１－１－１２
13 市原 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
13 市原 医療法人社団高原会　原村医院 290-0041 市原市玉前７６
13 市原 五井病院 290-0056 市原市五井５１５５
13 市原 鎗田病院 290-0056 市原市五井８９９
13 市原 医療法人社団斎賀会　斎賀医院 290-0081 市原市五井中央西１－２０－７
13 市原 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
13 市原 医療法人緑栄会　三愛記念市原クリニック 290-0054 市原市五井中央東２－８－１３
13 市原 医療法人社団博瞳会　大木眼科クリニック 290-0056 市原市五井中央南１－１２－１
13 市原 医療法人社団睦月会　たむら医院 290-0255 市原市光風台２－１４６
13 市原 医療法人社団大岡会　光クリニック 290-0050 市原市更級１－７－１６
13 市原 医療法人社団大岡会　光デンタルクリニック 290-0050 市原市更級１－７－１６
13 市原 ウエルシア薬局　市原姉崎店 299-0111 市原市姉崎３２９
13 市原 帝京大学ちば総合医療センター 299-0111 市原市姉崎３４２６－３
13 市原 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
13 市原 髙岡クリニック 299-0119 市原市姉崎西１－１２－２８



保健所コード 管轄保健所 医療機関名 郵便番号 住所
13 市原 医療法人社団澄明会　もり小児科 290-0035 市原市松ケ島２－１－１３
13 市原 ＫＫクリニック市原 290-0035 市原市松ケ島２－１－１４
13 市原 やりたクリニック 290-0022 市原市西広１３１番地
13 市原 医療法人社団ふくろう会　こいで脳神経外科クリニック 299-0102 市原市青柳２０３６－１
13 市原 茂久田診療所 299-0117 市原市青葉台２－２－３５
13 市原 遠藤医院 290-0004 市原市辰巳台西１－５
13 市原 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
13 市原 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
13 市原 こうふう台眼科医院 290-0242 市原市中高根１５５５－２
13 市原 千葉県循環器病センター 290-0512 市原市鶴舞５７５
13 市原 医療法人社団司健会　市原健康クリニック 290-0074 市原市東国分寺台１－１－１２
13 市原 医療法人社団白金会白金整形外科クリニック 290-0059 市原市白金町1-70
13 市原 寺嶋医院 290-0062 市原市八幡１３４９－３
13 市原 せき内科クリニック 290-0062 市原市八幡３－１


