
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 訪問看護ステーションひかり 273-0102 鎌ケ谷市右京塚３－１８山口コーポ２０２
1 習志野 ハートホームズ訪問看護リハビリステーション 273-0105 鎌ケ谷市鎌ケ谷２－１５－１６
1 習志野 初富訪問看護ステーション 273-0121 鎌ケ谷市初富１１４
1 習志野 鎌ケ谷訪問看護ステーション 273-0121 鎌ケ谷市初富８０８－４１４
1 習志野 さかいリハ訪問看護ステーション・鎌ケ谷 273-0112 鎌ケ谷市東中沢２－１８－７－２０２
1 習志野 セントケア訪問看護ステーション鎌ヶ谷 273-0113 鎌ケ谷市道野辺中央２－１－３３坪沼第二ビル２０１号室
1 習志野 やましな訪問看護リハビリステーション 273-0123 鎌ケ谷市南初富４－１３－４０
1 習志野 ホープ訪問看護ステーション 275-0002 習志野市実籾５－３－１７　共栄ビル２０２号室
1 習志野 新習志野訪問看護ステーション 275-0025 習志野市秋津３－５－２
1 習志野 コウジー訪問看護リハビリステーション習志野 275-0006 習志野市泉町３－１－５ファーストエイド２４　１０３号
1 習志野 ハピネス訪問看護リハビリステーション習志野 275-0021 習志野市袖ケ浦１－２１－６ルミエール袖ケ浦１０３
1 習志野 津田沼訪問看護ステーション 275-0026 習志野市谷津１－１０－１３　２階
1 習志野 医療法人社団保健会　谷津訪問看護ステーション 275-0026 習志野市谷津２－２３－１１
1 習志野 訪問看護リハビリステーション　Ａｃｔｉｏｎ＋津田沼 275-0016 習志野市津田沼４－１０－３２－２０５
1 習志野 いしいさん家の訪問看護 275-0001 習志野市東習志野５－２３－１
1 習志野 シュガーハート・習志野訪問看護ステーション 275-0012 習志野市本大久保２－１０－１５ランプリール１０１
1 習志野 まちのナースステーション八千代 276-0042 八千代市ゆりのき台５－２－３
1 習志野 かぼすケア訪問看護ステーション 276-0042 八千代市ゆりのき台６－１７－２フローラＣ２０３号
1 習志野 訪問看護ステーション「さくら咲くやちよ」 276-0023 八千代市勝田台１－３９－２０
1 習志野 訪問看護ステーションスマイルリンク 276-0020 八千代市勝田台北２－１５－５ホワイトメゾン１０２号室
1 習志野 セントマーガレット訪問看護ステーション 276-0022 八千代市上高野４５０
1 習志野 大和田訪問看護ステーション 276-0045 八千代市大和田３２８－１
1 習志野 さかいリハ訪問看護ステーション・八千代 276-0045 八千代市大和田４７４－７－１０１
1 習志野 さわやか訪問看護ステーション 276-0045 八千代市大和田６６３－４
1 習志野 かえでケア訪問看護リハビリステーション 276-0031 八千代市八千代台北９－４－６　アドラブール４５　１０１号
1 習志野 夢のまち訪問看護リハビリステーション八千代 276-0031 八千代市八千代台北９－４－６アドラブール４５　１０１号
1 習志野 セントケア訪問看護ステーション八千代緑が丘 276-0049 八千代市緑が丘２－２－１０秋葉緑が丘ビル６０１号室
2 市川 浦安訪問看護ステーション 279-0021 浦安市富岡４－１－１０
2 市川 なごみ訪問看護ステーション 279-0043 浦安市富士見１－１０－２１
2 市川 聖隷訪問看護ステーション浦安 279-0002 浦安市北栄1-2-25アドバンスビル3Ｆ-Ａ
2 市川 総合リハビリ訪問看護ステーション 279-0002 浦安市北栄３－９－１３貴富ビル２Ｆ
2 市川 らいおんハート訪問看護リハビリステーション行徳 272-0133 市川市行徳駅前１－５－１メゾンドサンク１０１
2 市川 夢のまち訪問看護ステーション行徳 272-0133 市川市行徳駅前２－１７－２Ｔ・ＮＫビル５Ｆ　Ｂ
2 市川 セントケア訪問看護ステーション市川 272-0133 市川市行徳駅前２－２０－９ラグナパーク１０２
2 市川 市川市医師会訪問看護ステーション 272-0826 市川市真間１－９ー１０
2 市川 東京歯科大学すがの訪問看護ステーション 272-8513 市川市菅野５－１１－１３
2 市川 つばさ訪問看護ステーション 272-0832 市川市曽谷６－３－１
2 市川 いちかわ訪問看護ステーション　いちかわ訪問看護ステーションサテライトみなみはま 272-0032 市川市大洲４－１０－２１
2 市川 訪問看護ステーションきらきら 272-0805 市川市大野町２－１０５－１
2 市川 訪問看護ステーションすみれ 272-0835 市川市中国分２－１１－６
2 市川 かめさん訪問看護リハビリステーション 272-0138 市川市南行徳２－１２－２５アウトリメッサ１０１
2 市川 セコム市川訪問看護ステーション 272-0023 市川市南八幡３－３－１６アグレ本八幡２０１
2 市川 訪問看護リハビリステーション　ホームケア本八幡 272-0023 市川市南八幡３－５－１５並木ビル４０１
3 松戸 わごころケアセンター（訪問看護） 270-1176 我孫子市柴崎台２－１０－４向山コーポ　A棟１０１号室、１０２号室
3 松戸 訪問看護ステーション　ケアプライド 270-1122 我孫子市中里１４０－５
3 松戸 奉仕会訪問看護リハビリステーション我孫子 270-1153 我孫子市緑１－１－３　リヴェールコスモス４０３
3 松戸 社会福祉法人永春会　秋桜訪問看護ステーション 271-0061 松戸市栄町西３－９９１－１５
3 松戸 訪問看護Clover 270-0031 松戸市横須賀２－５－５パークシティ１０２
3 松戸 あんず訪問看護ステーション 270-2254 松戸市河原塚４１１－１幸樹会館
3 松戸 セントケア訪問看護ステーション松戸五香 270-2213 松戸市五香２－２３－２
3 松戸 訪問看護サボテン 270-2213 松戸市五香６－１－９
3 松戸 たかつか団地訪問看護ステーション 270-2222 松戸市高塚新田１２３－５
3 松戸 千葉松戸訪問看護リハビリステーション 271-0077 松戸市根本１６３－２　第一羽黒ビル１Ｆ
3 松戸 訪問看護ステーションよつば 270-0021 松戸市小金原４－９－２３　２F
3 松戸 訪問看護　楓 270-0021 松戸市小金原６－５－１３
3 松戸 訪問看護ステーションみかさ 271-0073 松戸市小根本７６－４アネックス１０２
3 松戸 セコム松戸訪問看護ステーション 271-0092 松戸市松戸１１６４－２
3 松戸 訪問看護サボテン松戸 271-0092 松戸市松戸２０９４－１０　リバーサイドエイボン１０１
3 松戸 あい訪問看護ステーション 270-2261 松戸市常盤平１－２０－４
3 松戸 てあてリハビリ訪問看護ステーション松戸 270-2265 松戸市常盤平陣屋前４－１７－２０３
3 松戸 スマイルリハ訪問看護ステーション松戸 270-2265 松戸市常盤平陣屋前７－３秋谷ビル１０２
3 松戸 新松戸ロイヤル訪問看護ステーション 270-0034 松戸市新松戸１－４０１－１
3 松戸 にじいろ訪問看護ステーション 270-0034 松戸市新松戸２－１５－３森ビル４階
3 松戸 夢のまち訪問看護リハビリステーション松戸 270-0034 松戸市新松戸３－３２７－１
3 松戸 エムズ訪問看護ステーション 270-0034 松戸市新松戸７－５１９ルーミー新松戸９号館１０２号
3 松戸 訪問看護ステーションはれのひ 270-0006 松戸市大金平５－３６５－８　２階
3 松戸 セントケア訪問看護ステーション松戸馬橋 271-0054 松戸市中根長津町２３６
3 松戸 ケアンド松戸訪問看護ステーション 270-2253 松戸市日暮６－３２ シーバードⅠ　１０１号
3 松戸 八ヶ崎訪問看護ステーション 270-0023 松戸市八ケ崎４－６－２９
3 松戸 訪問看護ステーションふくろう 271-0063 松戸市北松戸２－３－６六協ビル３階
3 松戸 えがお訪問看護ステーション 270-2243 松戸市野菊野６　野菊野団地６－１０４
3 松戸 訪問看護サボテン六高台 270-2203 松戸市六高台３－７７
3 松戸 訪問看護ステーション　きらり 270-0132 流山市おおたかの森東３－３２－５
3 松戸 たんぽぽ訪問看護ステーション 270-0174 流山市下花輪４０９－６
3 松戸 訪問看護　ぐり～ん 270-0132 流山市駒木５００－１メゾンアイリス３０５
3 松戸 みのり訪問看護ステーション 270-0121 流山市西初石３－９８－３４関口店舗１Ｆ
3 松戸 ブライトライフ訪問看護ステーション 270-0157 流山市平和台４―２９４－１－２Ｆ
4 野田 こばり訪問看護ステーション 278-0004 野田市横内１７－３
4 野田 ブライト・ライフ訪問看護　野田 278-0022 野田市山崎１６１５－１６
4 野田 訪問看護ステーションあやめ野田 278-0044 野田市堤台２８－７コーポ堤台１０１
4 野田 ファミリア訪問看護ステーション 270-0235 野田市尾崎８０７－１１
5 印旛 訪問看護ステーション　あやめ印西 270-1318 印西市小林１６０６－６エトワアール１０１
5 印旛 有限会社フレンズ印西 270-1337 印西市草深２３０２－３
5 印旛 訪問ステーションてとてと印西 270-1339 印西市牧の台１－１－２
5 印旛 奉仕会訪問看護リハビリステーション印西 270-1326 印西市木下１５２１－６４　真仲ビルＡ
5 印旛 だいそう訪問看護リハビリステーション印西 270-1326 印西市木下１６７８－１海宝ビル１０１
5 印旛 訪問看護ステーションあえりの里 270-1516 印旛郡栄町安食２－１－１８後藤ビル２階２号室
5 印旛 さかえ訪問看護ステーション 270-1516 印旛郡栄町安食２４２１
5 印旛 訪問看護ステーションきずな 285-0855 佐倉市井野１０２５－１メゾンドール岩井１０５
5 印旛 訪問看護ステーション　サポートオール 285-0866 佐倉市臼井台１２５７
5 印旛 しゃるぅる訪問看護ステーション 285-0861 佐倉市臼井田２３３９－１カーサ松戸２０６
5 印旛 訪問看護ステーション「さくら咲くさくら」 285-0837 佐倉市王子台３－１－１７シャトルビル２０１
5 印旛 せいれい訪問看護ステーション佐倉 285-0825 佐倉市江原台２－３６－２
5 印旛 生活クラブ風の村訪問看護ステーションさくら 285-0011 佐倉市山崎５２９－１
5 印旛 セントケア訪問看護ステーション佐倉 285-0819 佐倉市寺崎北４－７－６
5 印旛 クランベリー訪問看護 ステーション・佐倉 285-0846 佐倉市上志津1669-6-306
5 印旛 ういず・ユー白ゆり訪問看護ステーション 285-0845 佐倉市西志津４－７－８
5 印旛 みなもと訪問看護リハビリステーション 285-0813 佐倉市石川５７７－７　日清ビル２０２号室
5 印旛 厚生園訪問看護ステーション 285-0025 佐倉市鏑木町３２０
5 印旛 夢のまち訪問看護リハビリステーション佐倉 285-0811 佐倉市表町４－１－７日本企画地所ビル２F
5 印旛 わらび訪問看護ステーション四街道 284-0032 四街道市吉岡１８３０－１四街道徳洲会病院内１Ｆ
5 印旛 もねの里訪問看護ステーション 284-0016 四街道市栗山７５５－２
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5 印旛 コープみらい四街道訪問看護ステーション 284-0001 四街道市大日１７９４－３
5 印旛 あさひ訪問看護ステーション 284-0044 四街道市和良比２４４－２８
5 印旛 つかだファミリークリニック訪問看護ステーション 286-0014 成田市郷部２９２－１　クローバーホーム成田Ａ
5 印旛 成田訪問看護ステーション玲光苑 286-0031 成田市新町１０３７－６３
5 印旛 生活クラブ風の村訪問看護ステーションなりた 286-0841 成田市大竹字内沼３７０－５
5 印旛 訪問看護ステーション　成田の未来 286-0041 成田市飯田町１２４－５９
5 印旛 ふじの花リハビリ訪問看護ステーション 286-0045 成田市並木町２５－３１７　クオーレB
5 印旛 北総白井訪問看護ステーション 270-1431 白井市根３３１－２
5 印旛 生活クラブ風の村訪問看護ステーション八街 289-1106 八街市榎戸８８８
5 印旛 訪問看護ステーションスマイル 289-1113 八街市八街へ１９９－１８７５
5 印旛 訪問看護ステーションスマイルＫ 289-1115 八街市八街ほ599-41
5 印旛 訪問看護ステーション・マーガレット 289-1141 八街市富山１３１４－３６１２
5 印旛 訪問看護ステーション　猫の手 286-0221 富里市七栄６５０－２０４８
5 印旛 医療法人徳洲会　訪問看護ステーションつむぎ 286-0201 富里市日吉台１－１－１
5 印旛 富里訪問看護ステーション 286-0201 富里市日吉台３－１３－６
6 香取 多古町訪問看護ステーション 289-2241 香取郡多古町多古３８８－１
6 香取 訪問看護ステーション　ＳＵＮ 289-0601 香取郡東庄町笹川い５７０
6 香取 東庄町訪問看護ステーション 289-0612 香取郡東庄町石出２６９２－４
6 香取 訪問看護ステーションたすけあい 287-0102 香取市岩部１０９５－３
6 香取 訪問看護ステーションさわら 287-0003 香取市佐原イ２２１４－１
6 香取 リハビリ訪問看護ステーションNEXTかとり 289-0314 香取市野田１９５３－３１
7 海匝 楽天堂訪問看護ステーション 289-2511 旭市イ１６６２－４
7 海匝 訪問リハビリ・看護サービス　モーション旭 289-2613 旭市後草１１９６－３
7 海匝 訪問看護ステーションHEART 289-2504 旭市二１７５８－１
7 海匝 匝瑳市訪問看護ステーションつばきの里 289-2144 匝瑳市八日市場イ１３０４
7 海匝 銚子メディクス訪問看護ステーション 288-0044 銚子市西芝町１３－６
7 海匝 訪問看護ステーション双葉 288-0048 銚子市双葉町６－５
7 海匝 にこ・ナース 288-0837 銚子市長塚町３－２６４－１
8 山武 おれんじ訪問看護ステーション 289-1324 山武市殿台３９９イマゼキハイツ１０２
8 山武 結　訪問看護ステーション 283-0104 山武郡九十九里町片貝３２７８九十九里ハイツ１０３号
8 山武 さんむ医療センター訪問看護ステーション 289-1326 山武市成東１６７
8 山武 ｍａｎａ訪問看護リハビリステーション 289-1802 山武市蓮沼ロ－２７７４
8 山武 訪問看護ステーション杜の街 299-3255 大網白里市みどりが丘２－３６－２
8 山武 リアン・メディおおあみ訪問看護ステーション 299-3235 大網白里市駒込７８０－１
8 山武 セントケア訪問看護ステーション大網 299-3251 大網白里市大網３２１－３
8 山武 セントケア訪問看護ステーション東金 283-0005 東金市田間２－３８－１６
8 山武 訪問看護ステーションはな 283-0005 東金市田間３－７－６  東金ハイツ１０５
8 山武 訪問看護ステーションれんげ草 283-0068 東金市東岩崎１１－５フォンテ東金１０２
9 長生 まごころ訪問看護リハビリステーション 297-0121 長生郡長南町長南２６１４－２
9 長生 グレイト訪問看護リハビリステーション 297-0035 茂原市下永吉２０７６－１
9 長生 茂原訪問看護ステーション 297-0035 茂原市下永吉字川田７９６
9 長生 いこい訪問看護ステーション茂原 297-0037 茂原市早野２７９１－１
9 長生 ハレ訪問看護リハビリステーション 297-0022 茂原市町保７－１８クレメンティア町保Ｉ　２Ｆ
9 長生 茂原市長生郡医師会訪問看護ステーション 297-0024 茂原市八千代１－５－４
10 夷隅 ヤックス訪問看護ステーション大原 298-0001 いすみ市若山４９
10 夷隅 医療法人鉄蕉会　亀田訪問看護ステーション勝浦 299-5225 勝浦市墨名６５１－１
11 安房 ほがらか訪問看護ステーション 296-0024 鴨川市池田98
11 安房 まごの手訪問看護ステーション 296-0041 鴨川市東町８５２
11 安房 医療法人鉄蕉会　亀田訪問看護センター 296-8602 鴨川市東町９２９亀田総合病院内
11 安房 訪問看護ステーションおひさま 294-0051 館山市正木１３１４－１
11 安房 亀田訪問看護ステーション館山 294-0051 館山市正木４３０４－９
12 君津 セントケア訪問看護ステーションきみつ 299-1146 君津市大和田４－２－１４
12 君津 君津訪問看護ステーション 299-1144 君津市東坂田４－８－１９
12 君津 セントケア訪問看護ステーション袖ケ浦 299-0245 袖ケ浦市蔵波台３－１０－２
12 君津 さつき台訪問看護ステ－ション 299-0246 袖ケ浦市長浦駅前４－２－１
12 君津 訪問看護ステーションあやめ袖ケ浦 299-0263 袖ケ浦市奈良輪２－１０アルスコンドウ七番館　２０３号室
12 君津 訪問看護ステーション・さくら 293-0006 富津市下飯野１３５０－１
12 君津 訪問看護ステーションわくわく 293-0012 富津市青木１３１２－５
12 君津 訪問看護ステーション花くじら 293-0001 富津市大堀１５００
12 君津 ベストケア訪問看護ステーション 293-0001 富津市大堀１－８－１４
12 君津 医療法人社団史祥会　房総メディカル第２クリニック　訪問看護ステーション 292-0065 木更津市吾妻２４３－１
12 君津 セントケア訪問看護ステーション木更津 292-0803 木更津市幸町２－１－６
12 君津 訪問看護ステーションきづな 292-0063 木更津市江川５２３－２
12 君津 かもめ訪問看護ステーション 292-0036 木更津市菅生６８９
12 君津 松清医院訪問看護ステーション 292-0042 木更津市清見台南１－７－１８
12 君津 訪問看護ステーションあやめ木更津 292-0801 木更津市請西８２９サンビレッジ木更津Ｂ１０５号室
13 市原 ハーモニー訪問看護ステーション 290-0051 市原市君塚４－１－５君塚４丁目店舗１０１
13 市原 訪問看護ステーションあやめ市原 290-0054 市原市五井中央東１－７－９タツキハイツ２０３号室
13 市原 奏　訪問看護ステーション　市原 290-0054 市原市五井中央東２－２８－７ フレグランスA２０２
13 市原 訪問看護ステーション望み 299-0111 市原市姉崎２３６－１プリベール１０５
13 市原 訪問看護ステーションわたぼうし 299-0110 市原市姉崎東２－２－６ケイティビル３階
13 市原 訪問看護ステーションつくしんぼ 299-0110 市原市姉崎東３－３－７
13 市原 りなる 290-0006 市原市若宮２－４－４
13 市原 訪問看護ステーションひかり 299-0102 市原市青柳１－２－１３イノウエビルＢ
13 市原 夢のまち訪問看護リハビリステーション市原 299-0102 市原市青柳２－１－１３ユウコウビル１Ｆ
13 市原 訪問看護ステーションcalmoカルモ 290-0001 市原市草刈２０９－７０
13 市原 結家訪問看護ステーション 290-0001 市原市草刈９８２
13 市原 ラミーナ訪問看護ステーション 290-0003 市原市辰巳台東１－１１－７辰巳台イーストメゾン１０５
13 市原 セントケア訪問看護ステーション市原 290-0074 市原市東国分寺台２－２－６
13 市原 ケアーズ訪問看護リハビリステーション市原北 290-0069 市原市八幡北町２－７－１７


