
管轄保健所 区分 名称 郵便番号 住所
1 習志野 病院・医院 くぬぎ山内科医院 273-0128 鎌ケ谷市くぬぎ山４-２-４０
2 習志野 病院・医院 くぬぎ山ファミリークリニック 273-0128 鎌ケ谷市くぬぎ山４－２－４０ワコーレ鎌ケ谷１号館１Ｆ－２

3 習志野 病院・医院 医療法人愛育会 くぬぎ山デンタルクリニック 273-0128 鎌ケ谷市くぬぎ山４－８－２９
4 習志野 病院・医院 医療法人社団 東邦鎌谷病院 273-0132 鎌ケ谷市粟野５９４
5 習志野 病院・医院 医療法人社団恵瞳会 鎌ヶ谷山下眼科 273-0105 鎌ケ谷市鎌ケ谷１－６－４９金子ビル２階
6 習志野 病院・医院 医療法人社団愛育会 大門歯科 273-0105 鎌ケ谷市鎌ケ谷１－８－２
7 習志野 病院・医院 医療法人社団雅智会 まるやま眼科 273-0103 鎌ケ谷市丸山１－２－１４
8 習志野 病院・医院 医療法人社団 一心会 初富保健病院 273-0121 鎌ケ谷市初富１１４
9 習志野 病院・医院 第２北総病院 273-0121 鎌ケ谷市初富８０３

10 習志野 病院・医院 医療法人梨香会 秋元病院 273-0121 鎌ケ谷市初富８０８－５４
11 習志野 病院・医院 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
12 習志野 病院・医院 医療法人沖縄徳洲会 鎌ケ谷総合病院 273-0121 鎌ケ谷市初富９２９－６
13 習志野 病院・医院 鎌ケ谷メディカルクリニック 273-0121 鎌ケ谷市初富字東一文字２６－１５
14 習志野 病院・医院 医療法人社団エムズ しんかま駅前整形外科 273-0107 鎌ケ谷市新鎌ケ谷１－１５－２ラ・ルーチェ１階
15 習志野 病院・医院 新鎌ヶ谷駅前クリニック 273-0107 鎌ケ谷市新鎌ケ谷１－１７－１新鎌ヒルズ２F
16 習志野 病院・医院 新鎌ケ谷皮ふ科 273-0107 鎌ケ谷市新鎌ケ谷１-１８-５ ディア・ヴェルジュ２０２号

17 習志野 病院・医院 のむらファミリークリニック 273-0107 鎌ケ谷市新鎌ケ谷１-１８-５ディア・ヴェルジュ１Ｆ
18 習志野 病院・医院 さつま歯科 273-0135 鎌ケ谷市中佐津間２－１０－４
19 習志野 病院・医院 医療法人社団石診会大石内科胃腸科医院 273-0122 鎌ケ谷市東初富６-７-１６
20 習志野 病院・医院 さらしな耳鼻咽喉科クリニック 273-0122 鎌ケ谷市東初富６－７－１６
21 習志野 病院・医院 医療法人社団小羊会 鎌ケ谷第一クリニック 273-0122 鎌ケ谷市東初富６－９－４７
22 習志野 病院・医院 かまがや診療所 273-0112 鎌ケ谷市東中沢１-１５-６１
23 習志野 病院・医院 医療法人社団寛麗会 ほほえみ歯科 273-0112 鎌ケ谷市東中沢３－３５－１
24 習志野 病院・医院 医療法人社団 飯ヶ谷内科クリニック 273-0115 鎌ケ谷市東道野辺5-19-15
25 習志野 病院・医院 まこと医院 273-0115 鎌ケ谷市東道野辺５－９－２８
26 習志野 病院・医院 さいきクリニック 273-0115 鎌ケ谷市東道野辺７－２２－４６ＫＵ馬込沢ビル２０１
27 習志野 病院・医院 馬込沢ふじい皮ふ科 273-0115 鎌ケ谷市東道野辺７－２２－４６ＫＵ馬込沢ビル２階
28 習志野 病院・医院 オリーブ眼科クリニック 273-0115 鎌ケ谷市東道野辺７－２２－４６KU馬込沢ビル３０１
29 習志野 病院・医院 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
30 習志野 病院・医院 道野辺診療所 273-0114 鎌ケ谷市道野辺２２６－１
31 習志野 病院・医院 医療法人社団緑有会 かのう内科クリニック 273-0113 鎌ケ谷市道野辺中央2-5-18
32 習志野 病院・医院 畑医院 273-0113 鎌ケ谷市道野辺中央５-１-７４
33 習志野 病院・医院 医療法人社団千葉白報会 かまがや在宅診療所 273-0137 鎌ケ谷市道野辺本町１－２－３飯田ビル２０３号室
34 習志野 病院・医院 鎌ケ谷駅前眼科 273-0137 鎌ケ谷市道野辺本町２－１－２８カーラシティ鎌ケ谷弐番館２０２

35 習志野 病院・医院 鎌ヶ谷整形外科・内科 273-0123 鎌ケ谷市南初富６－５－１４
36 習志野 病院・医院 有本眼科医院 273-0116 鎌ケ谷市馬込沢８－１
37 習志野 病院・医院 医療法人社団三進会 あおい歯科医院 273-0101 鎌ケ谷市富岡１－１－１ショッピングプラザ鎌ケ谷別棟１F

38 習志野 病院・医院 堀江皮膚科医院 273-0101 鎌ケ谷市富岡１-６-５
39 習志野 病院・医院 宇野眼科 273-0101 鎌ケ谷市富岡１-６-５
40 習志野 病院・医院 かすみクリニック 275-0022 習志野市香澄２-９-９
41 習志野 病院・医院 ハートクリニック村山 275-0014 習志野市鷺沼３－２０－８
42 習志野 病院・医院 医療法人社団和康会 ほしかわクリニック 275-0002 習志野市実籾２－１５－２３
43 習志野 病院・医院 こあら歯科 275-0002 習志野市実籾４－１－６－１Ｆ
44 習志野 病院・医院 医療法人社団仁愛会 ならしのファミリークリニック 275-0002 習志野市実籾４－２３－９
45 習志野 病院・医院 あんどうクリニック 275-0002 習志野市実籾４－６－７
46 習志野 病院・医院 井坂眼科医院 275-0002 習志野市実籾５-２-１２-２Ｆ
47 習志野 病院・医院 医療法人社団小羊会 習志野腎クリニック 275-0002 習志野市実籾５－３－２０
48 習志野 病院・医院 医療法人社団大研会 ならしの消化器クリニック 274-0071 習志野市習志野５－１－９
49 習志野 病院・医院 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
50 習志野 病院・医院 医療法人社団光樹会 よこやま内科クリニック 275-0006 習志野市泉町３－１－５ＦＡ２４習志野ビル３階
51 習志野 病院・医院 尾高内科・胃腸クリニック 275-0028 習志野市奏の杜１－１２－３ ＭＦビル２階２０１
52 習志野 病院・医院 医療法人社樹奏会 津田沼すぎむらクリニック 275-0028 習志野市奏の杜１－１２－３MFビル２F
53 習志野 病院・医院 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
54 習志野 病院・医院 小児科アレルギー科中山クリニック 275-0021 習志野市袖ケ浦１－１２－８
55 習志野 病院・医院 いちかわ内科 275-0021 習志野市袖ヶ浦３－５－３－７
56 習志野 病院・医院 習志野クリニック 275-0021 習志野市袖ケ浦４－１７－３
57 習志野 病院・医院 赤松眼科医院 275-0021 習志野市袖ケ浦４－１７－５
58 習志野 病院・医院 豊﨑循環器内科クリニック 275-0011 習志野市大久保１-２３-８-１０２ボヌール大久保１０２
59 習志野 病院・医院 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
60 習志野 病院・医院 古川医院 275-0011 習志野市大久保２ー１４ー２０
61 習志野 病院・医院 大久保皮膚科 275-0011 習志野市大久保２－２－１大久保二丁目ビル１A号室
62 習志野 病院・医院 五反田歯科 275-0011 習志野市大久保３－１１－１８
63 習志野 病院・医院 医療法人社団和敬会 ならしの内科クリニック 275-0011 習志野市大久保３－２－１２
64 習志野 病院・医院 アカシア在宅クリニック 275-0011 習志野市大久保３－７－１７
65 習志野 病院・医院 山川医院 275-0011 習志野市大久保４－１０－１７
66 習志野 病院・医院 医療法人社団 敬緑会 ふるもと整形外科 275-0011 習志野市大久保４-９-１１
67 習志野 病院・医院 医療法人社団 あそう眼科 275-0026 習志野市谷津１－１４－２０
68 習志野 病院・医院 医療法人社団麗愛会 こいずみクリニック 275-0026 習志野市谷津１－１５－３シティパーク津田沼１０２
69 習志野 病院・医院 医療法人社団小羊会 津田沼血管クリニック 275-0026 習志野市谷津１－１６－１モリシア津田沼２F
70 習志野 病院・医院 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４Ｆ－４０３a

71 習志野 病院・医院 医療法人社団泰照会 コスモス歯科クリニック 275-0026 習志野市谷津１－１７－２８
72 習志野 病院・医院 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
73 習志野 病院・医院 医療法人社団日恵会 砂川歯科袖ケ浦医院 275-0026 習志野市谷津２－３－１織戸ビル２階
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74 習志野 病院・医院 医療法人社団真愛会 ひらのメディカルクリニック 275-0026 習志野市谷津３－１－１２
75 習志野 病院・医院 医療法人社団豊山会 谷津パーク診療所 275-0026 習志野市谷津３－１－２－２０３
76 習志野 病院・医院 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
77 習志野 病院・医院 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
78 習志野 病院・医院 医療法人社団もとい会 谷津駅前あじさい眼科 275-0026 習志野市谷津４ー６ー１９ー３Ｆ
79 習志野 病院・医院 医療法人社団保健会 谷津保健病院 275-0026 習志野市谷津４－６－１６
80 習志野 病院・医院 医療法人社団幸心会 谷津ロイヤルクリニック 275-0026 習志野市谷津４－６－１９
81 習志野 病院・医院 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
82 習志野 病院・医院 医療法人社団保健会 谷津保健クリニック 275-0026 習志野市谷津４－７－３４
83 習志野 病院・医院 高橋クリニック 275-0026 習志野市谷津４-８-４５
84 習志野 病院・医院 まきた内科医院 275-0026 習志野市谷津５-６-１４
85 習志野 病院・医院 和奏クリニック 275-0026 習志野市谷津６－６－７
86 習志野 病院・医院 さきたに内科・内視鏡クリニック 275-0026 習志野市谷津７－７－１Loharu津田沼４０２B
87 習志野 病院・医院 みんなの皮ふ科・形成外科 津田沼 275-0026 習志野市谷津７－７－１Loharu津田沼４階４０６B
88 習志野 病院・医院 医療法人社団 奏の杜整形外科 275-0026 習志野市谷津７－７－１Ｌｏｈａｒｕ津田沼４階ドクターズスクエア

89 習志野 病院・医院 医療法人社団 泰照会 津田沼南歯科 275-0026 習志野市谷津７－８－２７松屋ビル２Ｆ
90 習志野 病院・医院 医療法人社団五条坂会 津田沼スマイル歯科クリニック 275-0016 習志野市津田沼１－１０－３イトーヨーカ堂津田沼店５Ｆ
91 習志野 病院・医院 新津田沼メンタルクリニック 275-0016 習志野市津田沼１－１５－２
92 習志野 病院・医院 医療法人社団汀会 津田沼病院 275-0016 習志野市津田沼１－１８－４５
93 習志野 病院・医院 宮尾耳鼻咽喉科 275-0016 習志野市津田沼１－２１－３１
94 習志野 病院・医院 岩瀬眼科クリニック 275-0016 習志野市津田沼１－２－１３ＯＫビル５階
95 習志野 病院・医院 津田沼駅前クリニック 275-0016 習志野市津田沼１－２－８はまゆうパスタビル２階
96 習志野 病院・医院 よしごえクリニック 275-0016 習志野市津田沼３-２３-９津田沼ＪＳビル１Ｆ
97 習志野 病院・医院 医療法人社団 幹寿会さいとう皮膚科クリニック 275-0016 習志野市津田沼３-２３-９津田沼ＪＳビル２Ｆ
98 習志野 病院・医院 いばた眼科クリニック 275-0016 習志野市津田沼３－２３－９津田沼JSビル３F
99 習志野 病院・医院 太田医院 275-0016 習志野市津田沼４-３-２

100 習志野 病院・医院 鈴木歯科医院 275-0016 習志野市津田沼５－１１－１３プランドール１Ｆ
101 習志野 病院・医院 社会医療法人社団菊田会 習志野第一病院 275-0016 習志野市津田沼５－５－２５
102 習志野 病院・医院 三橋眼科医院 275-0016 習志野市津田沼５－８－２５
103 習志野 病院・医院 医療法人社団有光会 てらお眼科 275-0001 習志野市東習志野２－７－８
104 習志野 病院・医院 医療法人社団小羊会 東習志野クリニック 275-0001 習志野市東習志野３－１－２２
105 習志野 病院・医院 瀬古クリニック 275-0017 習志野市藤崎２－１３－３３メルサ第３ビル１Ｆ
106 習志野 病院・医院 ふじさき内科クリニック 275-0017 習志野市藤崎３－２５－１３
107 習志野 病院・医院 石原医院 275-0017 習志野市藤崎３-２６-６
108 習志野 病院・医院 吉岡医院 275-0017 習志野市藤崎６－１５－１６
109 習志野 病院・医院 細川医院 275-0012 習志野市本大久保２－１０－３１
110 習志野 病院・医院 大久保クリニック 275-0012 習志野市本大久保４－１４－１０２
111 習志野 病院・医院 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ベェルジェールゆりのき２階

112 習志野 病院・医院 ひらお循環器科内科クリニック 276-0042 八千代市ゆりのき台５-１-１イーグル八千代ビル１Ｆ
113 習志野 病院・医院 医療法人社団澄乃会 向日葵クリニック 276-0042 八千代市ゆりのき台５－１－２ブライトリーフ１・２・３階

114 習志野 病院・医院 おさ眼科医院 276-0042 八千代市ゆりのき台５-１５-１
115 習志野 病院・医院 医療法人社団 ゆりの木会 田沢耳鼻咽喉科医院 276-0042 八千代市ゆりのき台６－１－１
116 習志野 病院・医院 医療法人社団心和会 八千代病院 276-0021 八千代市下高野５４９
117 習志野 病院・医院 ゆりのきクリニック 276-0043 八千代市萱田２２４５
118 習志野 病院・医院 高津南クリニック 276-0036 八千代市高津６５９－２０
119 習志野 病院・医院 医療法人社団薫風会 高津歯科医院 276-0037 八千代市高津東２－６－１５
120 習志野 病院・医院 吉田整形外科 276-0037 八千代市高津東３－１－１５
121 習志野 病院・医院 医療法人思誠会勝田台病院 276-0024 八千代市勝田６２２－２
122 習志野 病院・医院 医療法人社団藤和会 加藤眼科 276-0023 八千代市勝田台１－１４－７２
123 習志野 病院・医院 医療法人社団心和会 八千代メンタルクリニック 276-0023 八千代市勝田台１－１７－４
124 習志野 病院・医院 医療法人社団ONIKURA 鬼倉循環器内科クリニック 276-0023 八千代市勝田台１－２６－１３
125 習志野 病院・医院 医療法人社団輝会 かがやきクリニック千葉 276-0023 八千代市勝田台１－２８－１樫山ビル５０１
126 習志野 病院・医院 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
127 習志野 病院・医院 勝田台クリニック 276-0023 八千代市勝田台１－３７－６
128 習志野 病院・医院 うのクリニック 276-0023 八千代市勝田台２－１２－９
129 習志野 病院・医院 ふじホームクリニック 276-0023 八千代市勝田台２－４３－１
130 習志野 病院・医院 勝田台病院付属勝田台歯科クリニック 276-0023 八千代市勝田台3-41-1
131 習志野 病院・医院 くろだ内科クリニック 276-0023 八千代市勝田台７－２６－１７
132 習志野 病院・医院 医療法人社団光明会 川島内科医院 276-0023 八千代市勝田台７－３０－５
133 習志野 病院・医院 大髙内科整形外科 276-0023 八千代市勝田台７-４-１
134 習志野 病院・医院 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
135 習志野 病院・医院 山口内科・循環器科クリニック 276-0020 八千代市勝田台北１－１２－１
136 習志野 病院・医院 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
137 習志野 病院・医院 医療法人社団桂明会 稲見内科胃腸科 276-0020 八千代市勝田台北３－２－１４
138 習志野 病院・医院 医療法人社団良俊会 新井クリニック 276-0020 八千代市勝田台北３－４－２７
139 習志野 病院・医院 医療法人社団惠仁会セントマーガレット病院 276-0022 八千代市上高野４５０
140 習志野 病院・医院 石神整形・リウマチクリニック 276-0027 八千代市村上１１１３－１村上団地１－４７
141 習志野 病院・医院 生きがい訪問診療所 276-0028 八千代市村上３５３０－９
142 習志野 病院・医院 医療法人社団高輪会 八千代デンタルクリニック 276-0029 八千代市村上南1-3-1イトーヨーカドー八千代店2F
143 習志野 病院・医院 あきもと泌尿器科クリニック 276-0029 八千代市村上南1-5-25カセイビル2F
144 習志野 病院・医院 医療法人社団Ｐｉｅｃｅ－Ｎｅｔ クリニカdeこばやし 276-0029 八千代市村上南１－５－２８ ２Ｆ
145 習志野 病院・医院 医療法人社団蒼涼会 八千代村上整形外科 276-0029 八千代市村上南１－５－２８SYMTHE BULDING４－１－２

146 習志野 病院・医院 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
147 習志野 病院・医院 やちよ整形外科クリニック 276-0029 八千代市村上南5-6-3
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148 習志野 病院・医院 医療法人社団清流会 大和田駅前クリニック 276-0045 八千代市大和田１０１１－２
149 習志野 病院・医院 医療法人社団市明会 寺島整形外科医院 276-0045 八千代市大和田８６０－１２
150 習志野 病院・医院 医療法人社団翠葉会 さとう内科医院 276-0046 八千代市大和田新田２５１
151 習志野 病院・医院 いしい眼科 276-0046 八千代市大和田新田３２８－１
152 習志野 病院・医院 医療法人社団雄輝会 新木戸歯科クリニック 276-0046 八千代市大和田新田３澤田ビル１Ｆ
153 習志野 病院・医院 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
154 習志野 病院・医院 東京女子医科大学八千代医療センター 276-8524 八千代市大和田新田４７７－９６
155 習志野 病院・医院 なかのクリニック 276-0046 八千代市大和田新田５１０－２プログレス花通１－B
156 習志野 病院・医院 医療法人社団杏優会 ハート歯科クリニック 276-0046 八千代市大和田新田６３－１ 飯田第一店舗一階３号
157 習志野 病院・医院 医療法人社団志由会 マイ歯科医院 276-0046 八千代市大和田新田７５８ー１
158 習志野 病院・医院 めぐみ眼科 276-0046 八千代市大和田新田７６－４０
159 習志野 病院・医院 医療法人社団三葉会おかざき外科クリニック 276-0046 八千代市大和田新田９１７-６
160 習志野 病院・医院 医療法人社団晴山会 ROSEGARDENクリニック 276-0046 八千代市大和田新田字向山４６６－７
161 習志野 病院・医院 医療法人社団碩成会 島田台総合病院 276-0004 八千代市島田台887-7
162 習志野 病院・医院 医療法人社団 康雄会 山﨑内科 276-0034 八千代市八千代台西１－６－１扇屋ビル２F
163 習志野 病院・医院 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
164 習志野 病院・医院 医療法人社団純仁会 もと脳神経・内科クリニック 276-0034 八千代市八千代台西９－２－９
165 習志野 病院・医院 すみれ眼科 276-0032 八千代市八千代台東1-13-1 2Ｆ
166 習志野 病院・医院 鈴木歯科医院 276-0032 八千代市八千代台東１－３９－１０
167 習志野 病院・医院 医療法人社団光敬会 平野内科医院 276-0032 八千代市八千代台東4-14-7
168 習志野 病院・医院 中澤歯科 276-0033 八千代市八千代台南１－１３－１
169 習志野 病院・医院 医療法人社団南河会 八千代台クリニック 276-0033 八千代市八千代台南１－３－５
170 習志野 病院・医院 医療法人社団 竹村会 菅原皮膚科医院 276-0033 八千代市八千代台南１-３-５YYビル３階
171 習志野 病院・医院 島田医院 276-0033 八千代市八千代台南２－１３－１
172 習志野 病院・医院 加藤整形外科 276-0031 八千代市八千代台北１６-２-１１
173 習志野 病院・医院 メディカルプラザ加瀬外科・加瀬眼科 276-0031 八千代市八千代台北１－７－１０
174 習志野 病院・医院 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
175 習志野 病院・医院 戸叶医院 276-0031 八千代市八千代台北５－８－１１
176 習志野 病院・医院 医療法人社団小羊会 長沼クリニック 276-0031 八千代市八千代台北６－１１－９
177 習志野 病院・医院 八千代リハビリテーション病院 276-0015 八千代市米本１８０８番地
178 習志野 病院・医院 医療法人社団 心和会 新八千代病院 276-0015 八千代市米本２１６７
179 習志野 病院・医院 佐藤医院 276-0015 八千代市米本２１６８-１７-１-２２８
180 習志野 病院・医院 アジサイクリニック 276-0015 八千代市米本2256-3
181 習志野 病院・医院 八千代市ひまわりクリニック 276-0015 八千代市米本２２５６－３シニアパークレジデンス壱番館１階

182 習志野 病院・医院 にしで内科クリニック 276-0049 八千代市緑が丘１－１１０４－３
183 習志野 病院・医院 医療法人社団小羊会 八千代腎クリニック 276-0049 八千代市緑が丘１－１－１公園都市プラザ２F
184 習志野 病院・医院 とみた整形外科 276-0049 八千代市緑が丘２-２０-１７
185 習志野 病院・医院 愛心クリニック 276-0049 八千代市緑が丘２－２－１０秋葉緑が丘３０２号
186 習志野 病院・医院 つばさ眼科クリニック 276-0049 八千代市緑が丘３－１－１リーセントヒルズ１Ｆ
187 習志野 病院・医院 富村内科循環器医院 276-0049 八千代市緑が丘３-１-１リーセントヒルズＧ棟１Ｆ
188 習志野 病院・医院 やちよ総合診療クリニック 276-0040 八千代市緑が丘西１－１５－４
189 習志野 病院・医院 浜野胃腸科外科医院 276-0040 八千代市緑が丘西２－１－４
190 習志野 病院・医院 医療法人真温会 八千代有床診療所 276-0040 八千代市緑が丘西３－１３－２１
191 市川 病院・医院 医療法人社団 大川医院 279-0003 浦安市海楽1-29-15海楽新井ビル102号
192 市川 病院・医院 さくら歯科クリニック 279-0003 浦安市海楽１－２９－２
193 市川 病院・医院 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１－２－１１階
194 市川 病院・医院 医療法人社団了徳寺会 高洲整形外科内科 279-0023 浦安市高洲２－４－１０インシップビル２階
195 市川 病院・医院 医療法人社団iCube  iCube  Dental  Clinic新浦安 279-0023 浦安市高洲３－２１－１２Casa Blanca１F・２F
196 市川 病院・医院 医療法人社団城東桐和会 タムス浦安病院 279-0023 浦安市高洲７－２－３２
197 市川 病院・医院 医療法人社団陽総会 田所医院 279-0022 浦安市今川２－１５－３８１階
198 市川 病院・医院 医療法人社団恩明会 浦安消化器クリニック 279-0042 浦安市東野３－４－１
199 市川 病院・医院 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
200 市川 病院・医院 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
201 市川 病院・医院 さかもと内視鏡クリニック 279-0001 浦安市当代島１－１－１１フォーレストビル３階
202 市川 病院・医院 こみちクリニック 279-0001 浦安市当代島１－３－２７イワオビル３階
203 市川 病院・医院 牧野クリニック 279-0001 浦安市当代島１－３－２９
204 市川 病院・医院 社会福祉法人東京栄和会 うらやす和楽苑診療所 279-0001 浦安市当代島２－１４－２
205 市川 病院・医院 公益社団法人地域医療振興協会 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
206 市川 病院・医院 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
207 市川 病院・医院 新浦安虎の門クリニック 279-0013 浦安市日の出２－１－５
208 市川 病院・医院 医療法人社団隼整会 新浦安整形外科クリニック 279-0012 浦安市入船１－４－１
209 市川 病院・医院 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６Ｆ
210 市川 病院・医院 医療法人社団新越会 新浦安駅前コシノ内科 279-0012 浦安市入船１－４－１ショッパーズプラザ新浦安８階
211 市川 病院・医院 医療法人社団 くさかり眼科 279-0012 浦安市入船１－５－１ＭＯＮＡ新浦安１Ｆ
212 市川 病院・医院 医療法人社団頌栄会 ベイシティクリニック 279-0012 浦安市入船１－５－２－１２Ｆ
213 市川 病院・医院 二宮眼科 279-0012 浦安市入船１－５－２プライムタワー新浦安１２F
214 市川 病院・医院 医療法人社団寛麗会 デンタルオフィス・ソレイユ 279-0012 浦安市入船１－５－２プライムタワー新浦安１２F
215 市川 病院・医院 医療法人社団颯晴会 メディカルガーデン整形外科 279-0012 浦安市入船１－５－２プライムタワー新浦安６０１号
216 市川 病院・医院 医療法人社団 なな耳鼻咽喉科 279-0012 浦安市入船４－１－１－２０１
217 市川 病院・医院 医療法人社団清美会 マリンクリニック 279-0012 浦安市入船４－１－１新浦安中央ビル２Ｆ
218 市川 病院・医院 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
219 市川 病院・医院 医療法人社団元優愛会 入船整形外科形成外科クリニック 279-0012 浦安市入船４－１－１新浦安中央ビル４０２
220 市川 病院・医院 医療法人社団 いとう内科・呼吸器科クリニック 279-0012 浦安市入船４－３－１新浦安エスケービル４Ｆ
221 市川 病院・医院 波多野内科クリニック 279-0012 浦安市入船４－５－５－１階
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222 市川 病院・医院 浦安やなぎ通り診療所 279-0004 浦安市猫実２－１３－２６
223 市川 病院・医院 山本医院 279-0004 浦安市猫実２－３１－１０吉問屋第二ビル
224 市川 病院・医院 岡崎歯科医院 279-0004 浦安市猫実３－１６－２４ＪＩＮ１Ｆ
225 市川 病院・医院 ぼの診療所 279-0004 浦安市猫実３－１７－２１
226 市川 病院・医院 上田クリニック 279-0004 浦安市猫実３－１８－１２
227 市川 病院・医院 ももせ眼科 279-0004 浦安市猫実４－１８－２６－２Ｆ
228 市川 病院・医院 宇田川歯科医院 279-0004 浦安市猫実４－２１－１７
229 市川 病院・医院 医療法人社団福秀会 浦安高柳病院 279-0004 浦安市猫実５－１１－１４
230 市川 病院・医院 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
231 市川 病院・医院 みずのクリニック 279-0004 浦安市猫実５－１８－２０KOビル１F
232 市川 病院・医院 飯田歯科医院 279-0004 浦安市猫実５－２－６
233 市川 病院・医院 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
234 市川 病院・医院 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
235 市川 病院・医院 新浦安医院 279-0011 浦安市美浜１－９－２パシフィックマークス新浦安７Ｆ
236 市川 病院・医院 新浦安クリニック 279-0011 浦安市美浜３－１－５
237 市川 病院・医院 順天堂大学医学部附属浦安病院 279-0021 浦安市富岡２－１－１
238 市川 病院・医院 医療法人社団やしの木会 浦安中央公園クリニック 279-0021 浦安市富岡３－２－６
239 市川 病院・医院 医療法人社団三文会 横山クリニック 279-0043 浦安市富士見１－１０－１１
240 市川 病院・医院 医療法人社団 健勝会 浦安ふじみクリニック 279-0043 浦安市富士見２－１８－９
241 市川 病院・医院 井上こどもクリニック 279-0043 浦安市富士見２－９－１
242 市川 病院・医院 医療法人健志会 浦安整形外科内科 279-0002 浦安市北栄１－１１－１１－１０１
243 市川 病院・医院 ひとすみ眼科と内科のクリニック 279-0002 浦安市北栄１ー１５－２７熊川ビル１８ ３階
244 市川 病院・医院 医療法人社団孚誠会 浦安駅前クリニック 279-0002 浦安市北栄１－１３－１３双葉ビルＰＲＩＳＭ
245 市川 病院・医院 医療法人社団禎心会 浦安サンクリニック 279-0002 浦安市北栄１－１６－１７－４階・５階
246 市川 病院・医院 さかいクリニック 279-0002 浦安市北栄１－３－３４グラビュール峰崎２０２
247 市川 病院・医院 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グランデュール峯崎Ⅰ－２０１
248 市川 病院・医院 優和クリニック 279-0002 浦安市北栄１-５-３２
249 市川 病院・医院 くまがわクリニック 279-0002 浦安市北栄１－８－１６－１Ｆ
250 市川 病院・医院 すもも実眼科中山 279-0002 浦安市北栄３－２６－７
251 市川 病院・医院 学校法人了德寺大学附属浦安よつば内科クリニック 279-0002 浦安市北栄３－２７－２
252 市川 病院・医院 医療法人社団ジェントル・メディケア 279-0002 浦安市北栄３－３８－２５
253 市川 病院・医院 太田クリニック 279-0002 浦安市北栄３－６－１２
254 市川 病院・医院 医療法人社団 康栄会 浦安病院 279-0002 浦安市北栄４－１－１８
255 市川 病院・医院 医療法人社団東恵会 浦安外科胃腸科医院 279-0002 浦安市北栄４－２１－１５
256 市川 病院・医院 医療法人社団賢歯会 わかば歯科クリニック 279-0041 浦安市堀江１－１０－１４第２角万ビル２階
257 市川 病院・医院 太田の里クリニック 279-0041 浦安市堀江１－１３－３３
258 市川 病院・医院 医療法人社団隼整会 新浦安整形外科 279-0041 浦安市堀江１－３４－３４
259 市川 病院・医院 鈴木医院 279-0041 浦安市堀江１－３５－２８
260 市川 病院・医院 浦安ファミリークリニック 279-0041 浦安市堀江２－３０－８
261 市川 病院・医院 さしだ歯科医院 279-0041 浦安市堀江３－２７－１
262 市川 病院・医院 岩田クリニック 272-0107 市川市押切２０－３Ｓビル１０１号
263 市川 病院・医院 山本内科・小児科医院 272-0821 市川市下貝塚１－１７－８
264 市川 病院・医院 船津整形外科 内科 小児科医院 272-0821 市川市下貝塚２－３５－１２
265 市川 病院・医院 大野中央病院 272-0821 市川市下貝塚３－２０－３
266 市川 病院・医院 医療法人社団恵愛会 小谷整形外科 272-0015 市川市鬼高２－１２－４
267 市川 病院・医院 医療法人社団清芳会 おにたか武田クリニック 272-0015 市川市鬼高２－２２－１８
268 市川 病院・医院 とつか内科クリニック 272-0822 市川市宮久保１－１５－２
269 市川 病院・医院 佐々木内科医院 272-0822 市川市宮久保２－１－２７
270 市川 病院・医院 医療法人社団あきつ会 鈴木医院 272-0822 市川市宮久保３－４－２０
271 市川 病院・医院 医療法人社団新友会 新南行徳クリニック 272-0142 市川市欠真間２－２９－１４
272 市川 病院・医院 医療法人社団順河会 かわの内科循環器クリニック 272-0133 市川市行徳駅前１－１３－１８河幸第１１ビル１階
273 市川 病院・医院 行徳じんクリニック 272-0133 市川市行徳駅前1-13-9サトミ6番館2F
274 市川 病院・医院 医療法人社団 新穂会 行徳フラワー通りクリニック 272-0133 市川市行徳駅前１－２６－１２行徳駅前六甲ビル２階
275 市川 病院・医院 医療法人社団ひいらぎ会 行徳眼科 272-0133 市川市行徳駅前１－２６－１２行徳駅前六甲ビル５Ｆ
276 市川 病院・医院 さくら皮フ科スキンケアクリニック 272-0133 市川市行徳駅前１－２６－１２六甲ビル４階
277 市川 病院・医院 わたなべ糖内科クリニック 272-0133 市川市行徳駅前１－２６－４アルマトーレ１階
278 市川 病院・医院 ていひふ科医院 272-0133 市川市行徳駅前１－２７－１７－６Ｆ
279 市川 病院・医院 市川フォレストクリニック 272-0133 市川市行徳駅前1-27-17行徳メディカルプラザビル２Ｆ
280 市川 病院・医院 仁整形外科 272-0133 市川市行徳駅前２－１－１１－２Ｆ
281 市川 病院・医院 医療法人社団健医会 セントラル眼科クリニック 272-0133 市川市行徳駅前２－１３－１６
282 市川 病院・医院 医療法人社団緑友会 らいおんハートクリニック行徳駅前 272-0133 市川市行徳駅前２－１６－１４F
283 市川 病院・医院 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アルファボックスビル４Ｆ
284 市川 病院・医院 内科行徳診療所 272-0133 市川市行徳駅前２－１６－６ニューハイム角重２Ｆ
285 市川 病院・医院 なかさこ医院 272-0133 市川市行徳駅前２－１７－２－１F
286 市川 病院・医院 安藤病院 272-0133 市川市行徳駅前２－２０－１８
287 市川 病院・医院 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
288 市川 病院・医院 医療法人社団恵眼会 滝澤眼科 272-0133 市川市行徳駅前２－２６－２５
289 市川 病院・医院 新穂会行徳アフター５クリニック 272-0133 市川市行徳駅前２－７－１４－３Ｆ
290 市川 病院・医院 行徳駅前クリニック 272-0133 市川市行徳駅前２－８－４
291 市川 病院・医院 医療法人社団萌歯会 長谷川歯科医院 272-0133 市川市行徳駅前４－１－６ スプリングハイツ１F
292 市川 病院・医院 医療法人社団誠安会 あべ内科クリニック 272-0133 市川市行徳駅前4-23-6
293 市川 病院・医院 医療法人社団千仁会 上田歯科医院 272-0814 市川市高石神３３－２０
294 市川 病院・医院 越田医院内科外科ペインクリニック 272-0814 市川市高石神３５－８
295 市川 病院・医院 野口クリニック 272-0013 市川市高谷１－６－１０
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296 市川 病院・医院 国立研究開発法人 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
297 市川 病院・医院 吉野内科・神経内科医院 272-0827 市川市国府台３－３－１６
298 市川 病院・医院 医療法人 式場病院 272-0827 市川市国府台６－１－１４
299 市川 病院・医院 国際医療福祉大学市川病院 272-0827 市川市国府台６－１－１４
300 市川 病院・医院 医療法人社団藤進会 さとうメディカルクリニック 272-0034 市川市市川１－１０－２ー１F
301 市川 病院・医院 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

302 市川 病院・医院 市川肛門科胃腸科クリニック 272-0034 市川市市川１－１２－２２市川サークルビル２Ｆ
303 市川 病院・医院 さくらライフ市川クリニック 272-0034 市川市市川１－１２－７金定ビル３階３０１号室
304 市川 病院・医院 皮膚科ＫＳクリニック 272-0034 市川市市川１－２３－１０アルファツインビル４０２
305 市川 病院・医院 大原ファミリークリニック 2720034 市川市市川１－２３－２４－１３０１
306 市川 病院・医院 三本松クリニック 272-0034 市川市市川１－２４－８ホシナビル４Ｆ
307 市川 病院・医院 医療法人社団仁績会 玉井医院 272-0034 市川市市川1-26-6
308 市川 病院・医院 市川ひふ科形成外科クリニック 272-0034 市川市市川１－３－１８ECS第３３ビル２F
309 市川 病院・医院 市川なかじま眼科 272-0034 市川市市川１－４－１０市川ビル11階
310 市川 病院・医院 医療法人社団靭生会 メディカルプラザ市川駅 272-0034 市川市市川１－４－１０市川ビル９階
311 市川 病院・医院 医療法人社団祥正会 市川眼科クリニック 272-0034 市川市市川１－６－１４カネコビル５階Ａ号
312 市川 病院・医院 市川駅前本田内科クリニック 272-0034 市川市市川１－７－１５カメイビル２階
313 市川 病院・医院 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
314 市川 病院・医院 平野胃腸科クリニック 272-0034 市川市市川１－８－５アドビル４Ｆ
315 市川 病院・医院 医療法人社団ゆうゆう舎 伊藤医院 272-0034 市川市市川１－９－１
316 市川 病院・医院 医療法人ゆうゆう舎 岩川小児科 272-0034 市川市市川１－９－１アキオビル７F
317 市川 病院・医院 桜こどもクリニック市川 272-0034 市川市市川２－１－４Wakoukai Bldg.3F
318 市川 病院・医院 ひろ消化器内科クリニック 272-0034 市川市市川２－１－４Wakoukai Bldg.４F
319 市川 病院・医院 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
320 市川 病院・医院 医療法人社団慈恩会 吉岡医院 272-0034 市川市市川２－２８－１５
321 市川 病院・医院 かわしま皮膚科 272-0033 市川市市川南１－１０－１－２１４
322 市川 病院・医院 やまもと消化器内科・肛門科 272-0033 市川市市川南１－１０－１Ｉ－ｌｉｎｋタウンいちかわ ザ・タワーズ・ウエスト２１６

323 市川 病院・医院 医療法人社団優希会 市川駅前おがわ内科 272-0033 市川市市川南１－１－１－２０５
324 市川 病院・医院 医療法人社団 長谷川眼科クリニック 272-0033 市川市市川南１－１－１Ｉ－ｌｉｎｋタウンいちかわザタワーズイースト２１４

325 市川 病院・医院 金沢皮フ科医院 272-0033 市川市市川南１－２－４－１Ｆ
326 市川 病院・医院 わたなべ眼科クリニック 272-0033 市川市市川南１－３－４ １Ｆ
327 市川 病院・医院 市川すずき消化器・内視鏡クリニック 272-0033 市川市市川南１－５－２５
328 市川 病院・医院 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１－８－６YSDビル１階、２階
329 市川 病院・医院 とば内科クリニック 272-0033 市川市市川南１－８－６YSDビル310号室
330 市川 病院・医院 長浜クリニック 272-0812 市川市若宮2-13-6
331 市川 病院・医院 柏の森クリニック 272-0812 市川市若宮３－４０－２９
332 市川 病院・医院 めめ眼科 272-0812 市川市若宮３－５３－２５・２Ｆ
333 市川 病院・医院 渡辺医院 272-0035 市川市新田１－２－１４
334 市川 病院・医院 にこにこファミリー歯科 272-0035 市川市新田２－２６－８リブコ新田１Ｆ
335 市川 病院・医院 さたクリニック 272-0035 市川市新田３－２３－１６
336 市川 病院・医院 三浦歯科医院 272-0035 市川市新田４－１２－２０マンションAKIRA101
337 市川 病院・医院 ふくざわ内科クリニック 272-0035 市川市新田４－７－９勝ビル２Ｆ
338 市川 病院・医院 医療法人社団長伸会 市川南クリニック 272-0035 市川市新田５－１１－１市川KSビル2階
339 市川 病院・医院 なかがわ歯科医院 272-0035 市川市新田５－４－１９市川真間マンション１０１
340 市川 病院・医院 オオサカヤ歯科クリニック 272-0035 市川市新田５－７－１８
341 市川 病院・医院 行徳中央クリニック 272-0136 市川市新浜１－１１－１
342 市川 病院・医院 能登クリニック 272-0826 市川市真間１－１３－７真間レジデンス１Ｆ
343 市川 病院・医院 伊藤眼科医院 272-0826 市川市真間２－１１－１７薗部ビル２Ｆ
344 市川 病院・医院 茆原内科医院 272-0826 市川市真間２－１－２
345 市川 病院・医院 医療法人社団 小菅医院 272-0825 市川市須和田１－２４－１５
346 市川 病院・医院 しばた歯科 272-0824 市川市菅野４－６－３西家店舗２号室
347 市川 病院・医院 東京歯科大学市川総合病院 272-8513 市川市菅野５－１１－１３
348 市川 病院・医院 医療法人社団慶桜会かねこ医院 272-0832 市川市曽谷５－５－５
349 市川 病院・医院 斎藤医院 272-0832 市川市曽谷６－２４－２６
350 市川 病院・医院 コウノ歯科医院 272-0143 市川市相之川１－４－１１
351 市川 病院・医院 医療法人社団青峯会 医聖よろずクリニック 272-0143 市川市相之川１－８－１
352 市川 病院・医院 成毛医院 272-0143 市川市相之川３－１－２２
353 市川 病院・医院 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＆Ｓ１Ｆ
354 市川 病院・医院 いまいクリニック 272-0143 市川市相之川４－１４－５－２Ｆ
355 市川 病院・医院 面野医院 272-0143 市川市相之川４－１５－１
356 市川 病院・医院 南行徳眼科クリニック 272-0143 市川市相之川４－１５－１ヘルスプラザアオノ３Ｆ
357 市川 病院・医院 医療法人社団紫苑会 たかはしクリニック 272-0143 市川市相之川４－１５－３友泉南行徳ビル２Ｆ
358 市川 病院・医院 医療法人社団夙川会やなぎはら皮ふ科クリニック 272-0143 市川市相之川４－１５－３友泉南行徳ビル３Ｆ
359 市川 病院・医院 医療法人社団鳳和会 南行徳駅前クリニック 272-0143 市川市相之川４－５－８南行徳メディカルスクエア２Ｆ
360 市川 病院・医院 医療法人社団 藤巻耳鼻咽喉科医院 272-0143 市川市相之川４丁目１４番５号
361 市川 病院・医院 市川市急病診療所 272-0032 市川市大洲１－１８－１
362 市川 病院・医院 医療法人社団優佑会 市川ケアクリニック 272-0032 市川市大洲２－８－３０松田ビル２階
363 市川 病院・医院 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
364 市川 病院・医院 医療法人社団恵隆会浮谷クリニック 272-0032 市川市大洲４丁目１３番１５号
365 市川 病院・医院 大町植竹医院 272-0801 市川市大町２７１
366 市川 病院・医院 医療法人社団泰正会 大町成光堂クリニック 272-0801 市川市大町４３－３
367 市川 病院・医院 大柏内科クリニック 272-0801 市川市大町４８９－１１
368 市川 病院・医院 医療法人あさひな会 ひさきファミリークリニック 272-0805 市川市大野町２－１０７－１
369 市川 病院・医院 医療法人社団初和会 加藤医院 272-0805 市川市大野町３－２４５
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370 市川 病院・医院 金子皮フ科クリニック 272-0025 市川市大和田２－１３－２５
371 市川 病院・医院 きし内科クリニック 272-0025 市川市大和田２－１３－２７
372 市川 病院・医院 医療法人社団康友会 おおわだ佐多クリニック 272-0025 市川市大和田３－２５－８
373 市川 病院・医院 医療法人社団八心会 上田医院 272-0835 市川市中国分2-11-6
374 市川 病院・医院 福谷内科医院 272-0835 市川市中国分３-１２-７
375 市川 病院・医院 医療法人静和会 中山病院 272-0813 市川市中山２丁目１０番地２号
376 市川 病院・医院 吉田クリニック 272-0833 市川市東国分２－１－４
377 市川 病院・医院 松丸メディカルクリニック 272-0823 市川市東菅野１－１５－１
378 市川 病院・医院 医療法人社団徳山会 東菅野診療所 272-0823 市川市東菅野１－３３－７
379 市川 病院・医院 篠塚医院 272-0823 市川市東菅野１－５－２
380 市川 病院・医院 医療法人社団慈正会日比医院 272-0823 市川市東菅野２-５-２２
381 市川 病院・医院 斎藤産婦人科眼科 272-0823 市川市東菅野5-15-22
382 市川 病院・医院 白石整形外科クリニック 272-0138 市川市南行徳１－１６－５スライヴ２１
383 市川 病院・医院 医療法人社団 あいおいクリニック 272-0138 市川市南行徳1-16-8アーネスト88-105号室
384 市川 病院・医院 ふるや内科クリニック 272-0138 市川市南行徳１－１８－６－１D
385 市川 病院・医院 医療法人社団悠水会 うちだ内科クリニック 272-0138 市川市南行徳３－１－２宮崎ビル１－２Ｆ
386 市川 病院・医院 小林医院 272-0138 市川市南行徳４－１－３
387 市川 病院・医院 島田クリニック 272-0804 市川市南大野２－１２－６
388 市川 病院・医院 医療法人社団 桜羊会 くわえ皮膚科 272-0804 市川市南大野２－１－２６
389 市川 病院・医院 医療法人社団北陽良心会 おおさか循環器内科生活習慣病クリニック 272-0023 市川市南八幡１－２３－１０
390 市川 病院・医院 医療法人社団新友会 本八幡腎クリニック 272-0023 市川市南八幡３－２－１４
391 市川 病院・医院 日下部クリニック 272-0023 市川市南八幡３－４－１５戸佐ビル２階
392 市川 病院・医院 医療法人社団平郁会 みんなの市川クリニック 272-0023 市川市南八幡３－６－１８ミーナアサヒビル７０４号室
393 市川 病院・医院 大倉内科小児科医院 272-0023 市川市南八幡３－６－９
394 市川 病院・医院 若葉クリニック 272-0023 市川市南八幡４－１０－１６
395 市川 病院・医院 大村病院 272-0023 市川市南八幡４－１４－２
396 市川 病院・医院 森クリニック 272-0023 市川市南八幡４－１５－１９
397 市川 病院・医院 高中医院 272-0023 市川市南八幡４－１－７－４０１
398 市川 病院・医院 青葉メディカルケアクリニック 272-0023 市川市南八幡４－４－２６－２F
399 市川 病院・医院 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
400 市川 病院・医院 医療法人社団優健会 ふじた皮膚科クリニック 272-0023 市川市南八幡４－７－４－２０２
401 市川 病院・医院 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Ｃ２階
402 市川 病院・医院 南八幡眼科 272-0023 市川市南八幡４－８－１５太田ビル２Ｆ
403 市川 病院・医院 医療法人社団和真会 なずなクリニック 272-0023 市川市南八幡５－１０－３ラフィーヌ南八幡１階
404 市川 病院・医院 八幡メンタルクリニック 272-0023 市川市南八幡５－１－２本八幡駅前ビル４Ｆ
405 市川 病院・医院 市川東ヘルスクリニック 272-0001 市川市二俣2-14-1
406 市川 病院・医院 医療法人社団聖進会 市川東病院 272-0001 市川市二俣２－１４－３
407 市川 病院・医院 医療法人友康会 行徳中央介護医療院 272-0135 市川市日ノ出１７－１６
408 市川 病院・医院 行徳中央病院 272-0135 市川市日之出１７－１６
409 市川 病院・医院 医療法人社団青和会 やまびこクリニック 272-0802 市川市柏井町1-1063
410 市川 病院・医院 医療法人社団城東桐和会 タムス市川リハビリテーション病院 272-0802 市川市柏井町４－２２９－４
411 市川 病院・医院 浮谷歯科医院 272-0021 市川市八幡１－１６－２３
412 市川 病院・医院 中央歯科クリニック 272-0021 市川市八幡１－１６－２フェリーチェ本八幡102
413 市川 病院・医院 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
414 市川 病院・医院 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
415 市川 病院・医院 医療法人社団市和会 東葛クリニック市川 272-0021 市川市八幡2-5-8ｶﾞﾚﾘｱ・ｻｰﾗ3F
416 市川 病院・医院 ながさか皮膚科クリニック 272-0021 市川市八幡２－６－１７地引ビル１階
417 市川 病院・医院 秀栄クリニック 272-0021 市川市八幡３－２０－１１
418 市川 病院・医院 加藤外科内科クリニック 272-0021 市川市八幡３－２６－３
419 市川 病院・医院 八幡眼科医院 272-0021 市川市八幡３－３－２グランドターミナルタワー本八幡Ｊ４０７

420 市川 病院・医院 本八幡セントラル内科クリニック 272-0021 市川市八幡３－３－３アイビスビルB!F
421 市川 病院・医院 本八幡セントラル放射線科クリニック 272-0021 市川市八幡３－３－３アイビスビルＢ１
422 市川 病院・医院 医療法人社団美優会 たなか胃腸クリニック本八幡 272-0021 市川市八幡３－３－３アイビスビルＢ１
423 市川 病院・医院 医療法人社団 みつはしクリニック 272-0021 市川市八幡３－５－１キャピタルタワー２F
424 市川 病院・医院 北沢眼科医院 272-0021 市川市八幡３－８－１７
425 市川 病院・医院 田﨑クリニック 272-0021 市川市八幡４－４－７
426 市川 病院・医院 土橋歯科 272-0021 市川市八幡４－４－７
427 市川 病院・医院 大塚医院 272-0021 市川市八幡４－９－７
428 市川 病院・医院 医療法人社団輝昌会 田歯科医院 272-0021 市川市八幡６－３－２７
429 市川 病院・医院 整形外科しのはらクリニック 272-0021 市川市八幡６－４－６
430 市川 病院・医院 上井内科胃腸科医院 272-0021 市川市八幡６－５－１８
431 市川 病院・医院 竹林眼科 272-0115 市川市富浜２-１４-４ ヴァンテアンビル３F
432 市川 病院・医院 いわはらキッズクリニック 272-0115 市川市富浜２－１４－４－２０１
433 市川 病院・医院 医療法人社団康照会みやお整形外科 272-0115 市川市富浜２－１４－４ヴァンテアン２０２号
434 市川 病院・医院 みずの皮フ科医院 272-0115 市川市富浜２－１４－５
435 市川 病院・医院 竜崎医院 272-0115 市川市富浜２－３－２４
436 市川 病院・医院 医療法人社団みずほ会 つやま眼科医院 272-0031 市川市平田２－６－３
437 市川 病院・医院 いちかわ内科脳神経内科 272-0031 市川市平田２－７－２
438 市川 病院・医院 大谷医院 272-0031 市川市平田４－４－１
439 市川 病院・医院 おおたに歯科 272-0031 市川市平田4-4-1
440 市川 病院・医院 金川医院 272-0122 市川市宝１－２－１
441 市川 病院・医院 医療法人社団一条会 一条会病院 272-0836 市川市北国分４－２６－１
442 市川 病院・医院 小林医院 272-0815 市川市北方１－９－１４
443 市川 病院・医院 たていし内科 272-0815 市川市北方２－５－１２
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444 市川 病院・医院 藤巻眼科クリニック 272-0815 市川市北方２－７－１６
445 市川 病院・医院 いざなぎクリニック 272-0837 市川市堀之内３－２３－１３
446 市川 病院・医院 医療法人社団 北国分内科・皮膚科クリニック 272-0837 市川市堀之内3-28-25
447 市川 病院・医院 仁和医院 272-0103 市川市本行徳１１－８
448 市川 病院・医院 二階堂医院 272-0103 市川市本行徳２６－１２
449 市川 病院・医院 医療法人財団明理会 行徳総合病院 272-0103 市川市本行徳５５２５－２
450 市川 病院・医院 K歯科クリニック 272-0816 市川市本北方１－３４－１１
451 市川 病院・医院 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
452 市川 病院・医院 医療法人社団 井手ハートクリニック 272-0111 市川市妙典４－１０－２８クリサンテーム妙典Ⅱ
453 市川 病院・医院 いまい醫院 272-0111 市川市妙典４－１４－１
454 市川 病院・医院 いなだクリニック 272-0111 市川市妙典４－３－１０
455 市川 病院・医院 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
456 市川 病院・医院 栗原皮フ科クリニック 272-0111 市川市妙典4-3-10ベルメゾン202号
457 市川 病院・医院 医療法人社団銀帆会 いいだ眼科 272-0111 市川市妙典４－５－２５
458 市川 病院・医院 あまがさ歯科クリニック 272-0111 市川市妙典５－５－２２ラフィーネ・パレ１０１
459 松戸 病院・医院 我孫子つくし野病院 270-1164 我孫子市つくし野１３１－１
460 松戸 病院・医院 医療法人社団竹峰会 竹田内科医院 270-1164 我孫子市つくし野６－５－１
461 松戸 病院・医院 医療法人社団郁栄会 我孫子中央歯科室 270-1166 我孫子市我孫子1-11-1ラインサイドミヤザワ3階
462 松戸 病院・医院 医療法人社団樹和会 いとう内科循環器科 270-1166 我孫子市我孫子１－１－２２－３Ｆ
463 松戸 病院・医院 医療法人社団千輝会 我孫子おがわ眼科 270-1166 我孫子市我孫子１－１－２２アラベスクビル５階
464 松戸 病院・医院 医療法人社団 創健会 こやの皮フ科 270-1166 我孫子市我孫子１-１７-２０
465 松戸 病院・医院 医療法人社団太公会 我孫子東邦病院 270-1166 我孫子市我孫子１８５１－１
466 松戸 病院・医院 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
467 松戸 病院・医院 きらら歯科 270-1166 我孫子市我孫子１－９－１８影山ビル２階
468 松戸 病院・医院 わたなべファミリークリニック 270-1166 我孫子市我孫子２－３－２ＲＳＣパークビル１Ｆ
469 松戸 病院・医院 医療法人社団洋英会 けやき歯科医院 270-1166 我孫子市我孫子2-3-2RSCパークビル２F
470 松戸 病院・医院 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１Ｆ
471 松戸 病院・医院 アビコ外科整形外科病院 270-1166 我孫子市我孫子４-２２-２２
472 松戸 病院・医院 医療法人社団湖仁会 ほしの脳神経クリニック 270-1166 我孫子市我孫子４-４３-１７
473 松戸 病院・医院 すがもり整形外科医院 270-1166 我孫子市我孫子４-８-２０
474 松戸 病院・医院 藤田眼科 270-1132 我孫子市湖北台１－１－３
475 松戸 病院・医院 医療法人社団風雅会 佐藤内科医院 270-1132 我孫子市湖北台３-１２-５
476 松戸 病院・医院 湖北台四季の道 ぐんじクリニック 270-1132 我孫子市湖北台８-１８-６
477 松戸 病院・医院 高野山胃腸科内科 270-1145 我孫子市高野山２８５-３
478 松戸 病院・医院 医療法人社団優朗会 根戸クリニック 270-1168 我孫子市根戸１７４７-６
479 松戸 病院・医院 医療法人社団康喜会東葛辻仲病院 270-1168 我孫子市根戸字堀尻９４６-１
480 松戸 病院・医院 医療法人社団聖仁会 我孫子聖仁会病院 270-1177 我孫子市柴崎１３００番
481 松戸 病院・医院 医療法人社団聖和会天王台消化器病院 270-1176 我孫子市柴崎台１-１８-３８
482 松戸 病院・医院 せり整形外科 270-1176 我孫子市柴崎台1-18-40
483 松戸 病院・医院 イルヤ歯科クリニック 270-1176 我孫子市柴崎台２-１１-１３
484 松戸 病院・医院 医療法人財団東京勤労者医療会 あびこ診療所 270-1176 我孫子市柴崎台２－１－３
485 松戸 病院・医院 小倉外科内科 270-1176 我孫子市柴崎台３-１９-２２
486 松戸 病院・医院 ケアナーシングワイズ外科・内科クリニック 270-1176 我孫子市柴崎台４-１-３４プレジデンス細川１０１
487 松戸 病院・医院 社会福祉法人皐仁会 けやきの里クリニック 270-1173 我孫子市青山４１７
488 松戸 病院・医院 船戸内科医院 270-1158 我孫子市船戸２-１-１０
489 松戸 病院・医院 花島内科クリニック 270-1121 我孫子市中峠1256-2
490 松戸 病院・医院 柴田眼科 270-1143 我孫子市天王台１－１－３４
491 松戸 病院・医院 アビコデンタルオフィス 270-1143 我孫子市天王台1-5-1葵天王台ビル2階
492 松戸 病院・医院 医療法人社団エリネス医会 天王台依田内科クリニック 270-1143 我孫子市天王台２－２－１
493 松戸 病院・医院 天王台皮フ科クリニック 270-1143 我孫子市天王台２－９－５
494 松戸 病院・医院 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
495 松戸 病院・医院 医療法人社団涼友会 山野井歯科医院 270-1144 我孫子市東我孫子2-36-16
496 松戸 病院・医院 長田内科胃腸科 270-1101 我孫子市布佐１－１３－６
497 松戸 病院・医院 金山医院 270-1101 我孫子市布佐２１１８-２
498 松戸 病院・医院 医療法人社団聖仁会 ふさ聖仁会クリニック 270-1101 我孫子市布佐２１９５－２
499 松戸 病院・医院 もり整形外科クリニック 270-1101 我孫子市布佐２４５３-１
500 松戸 病院・医院 えのもと眼科医院 270-1101 我孫子市布佐３０８４
501 松戸 病院・医院 医療法人社団創造会 平和台病院 270-1101 我孫子市布佐８３４－２８
502 松戸 病院・医院 並木七丁目診療所 270-1165 我孫子市並木７-１-３２
503 松戸 病院・医院 石橋クリニック 270-1151 我孫子市本町１－３－８
504 松戸 病院・医院 中山クリニック 270-1151 我孫子市本町２－２－１４
505 松戸 病院・医院 おおた医院 270-1151 我孫子市本町２－２－１セザン本町２F
506 松戸 病院・医院 医療法人財団松圓会 東葛クリニック我孫子 270-1151 我孫子市本町２－３－８
507 松戸 病院・医院 医療法人社団幸玉会 友田クリニック 270-1151 我孫子市本町２－４－３弥生ビル４Ｆ・５Ｆ
508 松戸 病院・医院 くらさわクリニック 270-1151 我孫子市本町２－６－１９
509 松戸 病院・医院 天龍堂クリニック 270-1153 我孫子市緑１－６－１１
510 松戸 病院・医院 医療法人社団北野朋友会 松戸脳神経内科 271-0043 松戸市旭町１－１６０
511 松戸 病院・医院 医療法人社団青嶺会松戸整形外科病院 271-0043 松戸市旭町１-１６１
512 松戸 病院・医院 医療法人社団敬心会 内藤医院 271-0062 松戸市栄町２－１０６－２
513 松戸 病院・医院 高木クリニック 271-0062 松戸市栄町５-３１３
514 松戸 病院・医院 日本大学松戸歯学部付属病院 271-8587 松戸市栄町西２－８７０－１
515 松戸 病院・医院 医療法人社団尚誠会 笑顔のおうちクリニック松戸 271-0061 松戸市栄町西3-1048-1
516 松戸 病院・医院 皆川医院 271-0096 松戸市下矢切７２
517 松戸 病院・医院 西内科神経内科クリニック 271-0096 松戸市下矢切83-4
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518 松戸 病院・医院 医療法人社団和啓会 メディクス松戸クリニック 270-2254 松戸市河原塚１４６－１ １階
519 松戸 病院・医院 医療法人社団幸市会 阿部クリニック 270-2254 松戸市河原塚１５８－１
520 松戸 病院・医院 医療法人沖縄徳洲会 千葉西総合病院 270-2251 松戸市金ケ作１０７－１
521 松戸 病院・医院 ヨネファミリークリニック 270-2251 松戸市金ケ作３０１－６１
522 松戸 病院・医院 医療法人明柳会 恩田第二病院 270-2251 松戸市金ケ作３０２
523 松戸 病院・医院 医療法人社団仁友会 宇野医院 270-2251 松戸市金ヶ作４０８－２９０
524 松戸 病院・医院 医療法人社団誠馨会 新東京クリニック松飛台 270-2215 松戸市串崎南町２７
525 松戸 病院・医院 医療法人社団弥生会 旭神経内科リハビリテーション病院 270-0022 松戸市栗ケ沢７８９－１
526 松戸 病院・医院 矢切クリニック 271-0097 松戸市栗山１２５－１
527 松戸 病院・医院 医療法人社団みゆき会 矢切クリニック 271-0097 松戸市栗山１２５番地の１
528 松戸 病院・医院 高田外科胃腸内科 271-0068 松戸市古ケ崎１０１－２
529 松戸 病院・医院 内田耳鼻咽喉科医院 271-0075 松戸市胡録台２１０
530 松戸 病院・医院 医療法人社団小羊会 松戸第一クリニック 270-2213 松戸市五香４－３４－３
531 松戸 病院・医院 医療法人英智会 せき整形外科クリニック 270-2213 松戸市五香７－５５－１第１国分ビル１Ｆ
532 松戸 病院・医院 医療法人社団博翔会 五香病院 270-2213 松戸市五香８－４０－１
533 松戸 病院・医院 松戸市こども発達センター 270-2218 松戸市五香西３-７-１
534 松戸 病院・医院 医療法人社団寿光会 松戸牧の原病院 270-2218 松戸市五香西４－３２－１
535 松戸 病院・医院 医療法人社団創寿会 松戸外科内科クリニック 270-2218 松戸市五香西５－３－１３
536 松戸 病院・医院 医療法人社団巧誠会 すずき整形外科クリニック 270-2212 松戸市五香南2-19-4
537 松戸 病院・医院 さくら眼科クリニック 270-2212 松戸市五香南２－３２－１
538 松戸 病院・医院 タカハシクリニック 270-0001 松戸市幸田２-７２
539 松戸 病院・医院 松戸ニッセイ聖隷クリニック 270-2222 松戸市高塚新田１２３-１
540 松戸 病院・医院 松戸市立福祉医療センター東松戸病院 270-2222 松戸市高塚新田１２３－１３
541 松戸 病院・医院 中村デンタルクリニック 270-2222 松戸市高塚新田１３８－２９８
542 松戸 病院・医院 医療法人社団のぞみ会 梨香台診療所 270-2222 松戸市高塚新田４８８－２５
543 松戸 病院・医院 医療法人社団育信会 橋本内科クリニック 271-0077 松戸市根本１４－２パークスカイタワー松戸１Ｆ
544 松戸 病院・医院 公益社団法人 生駒会 松戸診療所 271-0077 松戸市根本２－２０リリー松戸１階
545 松戸 病院・医院 医療法人社団松福会 サトウ眼科クリニック 271-0077 松戸市根本３番地３
546 松戸 病院・医院 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
547 松戸 病院・医院 医療法人社団誠馨会東京ハートクリニック 271-0077 松戸市根本４７４-１
548 松戸 病院・医院 医療法人財団松圓会 東葛クリニック松戸 271-0077 松戸市根本６４－２
549 松戸 病院・医院 林こどもクリニック 271-0077 松戸市根本７-１１
550 松戸 病院・医院 医療法人社団東雲会 兒玉医院 270-0026 松戸市三ケ月１５４３
551 松戸 病院・医院 矢切眼科 271-0087 松戸市三矢小台１-２-４多幸ビル１Ｆ
552 松戸 病院・医院 中澤外科・胃腸科・歯科 271-0087 松戸市三矢小台２-１７-８
553 松戸 病院・医院 医療法人社団ありのみの会 菅原整形外科 270-2221 松戸市紙敷４５８
554 松戸 病院・医院 秋山ハートクリニック 270-2223 松戸市秋山６８-１
555 松戸 病院・医院 シャルムクリニック 270-2223 松戸市秋山６８－５
556 松戸 病院・医院 北小金クリニック 270-0014 松戸市小金１６－５
557 松戸 病院・医院 しいの木クリニック 270-0014 松戸市小金３ 高橋ビル７階
558 松戸 病院・医院 医療法人社団黄金会 羽根田歯科医院 270-0014 松戸市小金４４７－８
559 松戸 病院・医院 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
560 松戸 病院・医院 医療法人社団清志会山本病院 270-0013 松戸市小金きよしヶ丘２-７-１０
561 松戸 病院・医院 小金原歯科 270-0021 松戸市小金原４－１２－３０
562 松戸 病院・医院 医療法人社団実幸会 いらはら診療所 270-0021 松戸市小金原４－３－２
563 松戸 病院・医院 医療法人社団皐月会ながと内科・皮膚科クリニック 270-0021 松戸市小金原４-９-１９
564 松戸 病院・医院 きのわきクリニック 270-0021 松戸市小金原５-１-１
565 松戸 病院・医院 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
566 松戸 病院・医院 医療法人社団高輪会 サンフラワー松戸歯科医院 271-0073 松戸市小根本８４番地３ジュネス松戸１０２号室
567 松戸 病院・医院 小山内科クリニック 271-0093 松戸市小山１８９
568 松戸 病院・医院 つるこどもクリニック 271-0092 松戸市松戸１０７２－６
569 松戸 病院・医院 進藤整形外科 271-0092 松戸市松戸１１３９-２ライオンズステーションタワー松戸401

570 松戸 病院・医院 医療法人社団一医会 渡辺医院 271-0092 松戸市松戸１１４７涌井ビル３階
571 松戸 病院・医院 松戸歯科クリニック 271-0092 松戸市松戸１１４７涌井ビル４Ｆ
572 松戸 病院・医院 左近允眼科 271-0092 松戸市松戸１１４９－１プラーレ松戸６Ｆ
573 松戸 病院・医院 かとれあ眼科 271-0092 松戸市松戸１１８１アトレ松戸５階
574 松戸 病院・医院 医療法人社団交心会 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

575 松戸 病院・医院 医療法人社団千葉白報会 在宅クリニックドクターランド松戸 271-0092 松戸市松戸１２８１－２９松戸東洋ビル４F
576 松戸 病院・医院 もりた内科・眼科クリニック 271-0092 松戸市松戸１３４３－３－１F
577 松戸 病院・医院 まつど内科 271-0092 松戸市松戸１８３４-１５キュービック松戸ビル２F
578 松戸 病院・医院 医療法人社団 ほっち医院 271-0092 松戸市松戸２０４４
579 松戸 病院・医院 松戸中部クリニック 271-0092 松戸市松戸２０９０
580 松戸 病院・医院 医療法人社団晃栄会 上野整形外科 271-0092 松戸市松戸２２６８－１
581 松戸 病院・医院 松戸しげと眼科 271-0092 松戸市松戸字向山１１４９松戸ショッピング広場６階
582 松戸 病院・医院 医療法人社団洗心島村トータル・ケア・クリニック 270-2241 松戸市松戸新田２１-２
583 松戸 病院・医院 総合クリニックドクターランド松戸 270-2241 松戸市松戸新田２４５-２６グリーンマークシティ２Ｆ
584 松戸 病院・医院 田代外科医院 270-2241 松戸市松戸新田488-7
585 松戸 病院・医院 医療法人社団 稔台斎藤クリニック 270-2241 松戸市松戸新田５９７
586 松戸 病院・医院 医療法人梨香会 北松戸メディカルクリニック 271-0064 松戸市上本郷２０８９－１
587 松戸 病院・医院 小松内科神経内科 271-0064 松戸市上本郷２２２６-１ベナフラット２Ｆ
588 松戸 病院・医院 上本郷レディース整形外科 271-0064 松戸市上本郷２６７２－９上本郷駅ビル１階
589 松戸 病院・医院 松戸呼吸器内科クリニック 271-0064 松戸市上本郷２６７４－８－１Ｆ
590 松戸 病院・医院 とちき内科循環器科 271-0064 松戸市上本郷４３６ＹＭＣビル２Ｆ
591 松戸 病院・医院 早川整形外科クリニック 271-0064 松戸市上本郷４３６ＹＭＣビル３階
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592 松戸 病院・医院 千葉いぐさクリニック 271-0064 松戸市上本郷８６７－５サポーレ北松戸３０１号
593 松戸 病院・医院 医療法人社団希会 にしむら内科クリニック 271-0064 松戸市上本郷９０２－５パークキューブ北松戸１Ｆ
594 松戸 病院・医院 医療法人社団しらゆり会 しらゆり歯科医院グリーン 271-0064 松戸市上本郷９０４－１ウィング北松戸１階
595 松戸 病院・医院 どうたれ内科診療所 270-2261 松戸市常盤平１-２０-３
596 松戸 病院・医院 桜井歯科医院 270-2261 松戸市常盤平１－２９－３常磐平駅ビル２Ｆ
597 松戸 病院・医院 常盤平歯科 270-2261 松戸市常盤平１－５－１５
598 松戸 病院・医院 医療法人社団清陽会 常盤平おひさまクリニック 270-2261 松戸市常盤平2-24-2
599 松戸 病院・医院 若葉ファミリー常盤平駅前内科クリニック 270-2261 松戸市常盤平３－１０－１セブンタウン常盤平店３階
600 松戸 病院・医院 医療法人社団かわな眼科 270-2261 松戸市常盤平３-１０-１セブンタウン常盤平店３階３０４号室

601 松戸 病院・医院 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 松戸市常盤平３－１１－６飯島産業ビル１０１
602 松戸 病院・医院 さくら通り内科・大島 270-2261 松戸市常盤平５－１４－２５
603 松戸 病院・医院 医療法人社団奈真会 山口眼科 270-2261 松戸市常盤平5-17-8
604 松戸 病院・医院 医療法人愛育会 三徳歯科 270-2261 松戸市常盤平５－１９－１
605 松戸 病院・医院 ファミリー歯科 270-2261 松戸市常盤平５－２８上岡ビル３０２
606 松戸 病院・医院 医療法人社団 おもいやり くぼたクリニック松戸五香 270-2261 松戸市常盤平５ー１７－１０
607 松戸 病院・医院 常盤平中央病院 270-2261 松戸市常盤平６-１-８
608 松戸 病院・医院 新八柱整形外科内科 270-2265 松戸市常盤平陣屋前１７－１２
609 松戸 病院・医院 医療法人社団腸内会 ラシバヤクリニック 270-2265 松戸市常盤平陣屋前１７－１５
610 松戸 病院・医院 花輪医院 270-2266 松戸市常盤平西窪町９－１２
611 松戸 病院・医院 USデンタルクリニック松戸 270-0034 松戸市新松戸１－２１０－２コア新松戸１０５
612 松戸 病院・医院 医療法人社団潮新会 新松戸駅前クリニック 270-0034 松戸市新松戸１－３７３
613 松戸 病院・医院 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
614 松戸 病院・医院 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

615 松戸 病院・医院 医療法人社団東京ハート会 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３階
616 松戸 病院・医院 医療法人社団こばやし会 こばやし耳鼻咽喉科 270-0034 松戸市新松戸２－１１５－１松本ビル５階
617 松戸 病院・医院 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
618 松戸 病院・医院 医療法人社団桐友会 まなべクリニック 270-0034 松戸市新松戸3-129-1SKYM102
619 松戸 病院・医院 医療法人社団桐友会 桐友クリニック新松戸 270-0034 松戸市新松戸3-135エム・フォレストビル1階
620 松戸 病院・医院 医療法人財団はるたか会あおぞら診療所新松戸 270-0034 松戸市新松戸３-１５K.S.12ビル２階B号
621 松戸 病院・医院 医療法人財団松圓会 東葛クリニック新松戸 270-0034 松戸市新松戸３－２６－１
622 松戸 病院・医院 坪内皮膚科 270-0034 松戸市新松戸３-２８２リリーフパートナーズ３０１号室
623 松戸 病院・医院 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
624 松戸 病院・医院 富川循環器科・内科クリニック 270-0034 松戸市新松戸４-１４１-２
625 松戸 病院・医院 医療法人社団康順会 丹羽眼科 270-0034 松戸市新松戸４－１４３－３
626 松戸 病院・医院 新松戸加藤耳鼻咽喉科医院 270-0034 松戸市新松戸４－２１７
627 松戸 病院・医院 新松戸診療所 270-0034 松戸市新松戸４－２－２エフエフビル１階
628 松戸 病院・医院 染谷医院 270-0034 松戸市新松戸５-１５７
629 松戸 病院・医院 くろかわ歯科 270-0034 松戸市新松戸７－１６２－１２
630 松戸 病院・医院 医療法人社団歯英会 東歯科クリニック 270-0032 松戸市新松戸北１－３－１０
631 松戸 病院・医院 医療法人弘知会 わざクリニック 271-0047 松戸市西馬橋幸町１３早稲田ビル２階
632 松戸 病院・医院 馬橋クリニック 271-0047 松戸市西馬橋幸町２５－１
633 松戸 病院・医院 医療法人社団しらゆり会 しらゆり歯科医院 271-0047 松戸市西馬橋幸町５５ウエストビル
634 松戸 病院・医院 眼科馬橋医院 271-0047 松戸市西馬橋幸町８１
635 松戸 病院・医院 医療法人社団純楓会 かえで歯科 271-0046 松戸市西馬橋蔵元町１３ラフィーヌセンチュリー１０２号
636 松戸 病院・医院 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
637 松戸 病院・医院 かねまる歯科医院 271-0046 松戸市西馬橋蔵元町７６
638 松戸 病院・医院 松戸市立総合医療センター 270-2296 松戸市千駄堀９９３番地の１
639 松戸 病院・医院 医療法人社団一条会 一条会クリニック 270-2224 松戸市大橋４１５－１
640 松戸 病院・医院 医療法人社団清志会大倉記念病院 270-0005 松戸市大谷口１３３-１
641 松戸 病院・医院 市場医院 270-0025 松戸市中和倉１６１ー５
642 松戸 病院・医院 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
643 松戸 病院・医院 医療法人社団健明会 西村内科循環器科 270-2242 松戸市仲井町３-７９-２
644 松戸 病院・医院 ひがしまつど小児科 270-2225 松戸市東松戸２－２７－１
645 松戸 病院・医院 医療法人社団慶涼会 東松戸はなぞの眼科 270-2225 松戸市東松戸２－３－２
646 松戸 病院・医院 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
647 松戸 病院・医院 むさしの北総クリニック 270-2225 松戸市東松戸３－５－７－２０３
648 松戸 病院・医院 医療法人社団聖心会 加賀谷正クリニック 270-2225 松戸市東松戸３－７－１９
649 松戸 病院・医院 かしのき歯科 270-2221 松戸市東松戸４－２－３－１０２
650 松戸 病院・医院 医療法人社団 一櫻会 石島医院 271-0065 松戸市南花島２－２７－３
651 松戸 病院・医院 柿の木台クリニック 271-0086 松戸市二十世紀が丘萩町７４番地
652 松戸 病院・医院 東葛クリニック八柱 270-2253 松戸市日暮１-１-１八柱駅第２ビル
653 松戸 病院・医院 医療法人愛育会 やばしら歯科駅ビル診療所 270-2253 松戸市日暮１－１－２
654 松戸 病院・医院 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４Ｆ
655 松戸 病院・医院 医療法人社団心康会 三井クリニック 270-2253 松戸市日暮１－１６－１ＲＧ八柱ビル３Ｆ
656 松戸 病院・医院 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
657 松戸 病院・医院 医療法人社団鼎会 八柱三和クリニック 270-2253 松戸市日暮１－１６－２日暮ビル２Ｆ
658 松戸 病院・医院 うるおい皮ふ科クリニック 270-2253 松戸市日暮１－１６－７
659 松戸 病院・医院 八柱みどりの整形外科 270-2253 松戸市日暮１-１７-１
660 松戸 病院・医院 医療法人愛育会 やばしら歯科 270-2253 松戸市日暮１－５－８
661 松戸 病院・医院 医療法人社団清仁会足立中央クリニック 270-2253 松戸市日暮２-２-１
662 松戸 病院・医院 清仁会クリニック 270-2253 松戸市日暮２－３－１５グリーンプラザ八柱第１
663 松戸 病院・医院 やばしら眼科 270-2253 松戸市日暮２－８－３７
664 松戸 病院・医院 こすもす内科クリニック 270-2253 松戸市日暮５-１９４Ｍ-ＰＡＲＴ４日暮ビル１Ｆ
665 松戸 病院・医院 いわあさ眼科 270-2253 松戸市日暮５－２２８



令和２年１１月現在 指定医療機関一覧（病院・診療所）
666 松戸 病院・医院 医療法人社団 千松会 松下歯科医院 270-2253 松戸市日暮６－１０３
667 松戸 病院・医院 医療法人社団鼎会 三和病院 270-2253 松戸市日暮７－３７９
668 松戸 病院・医院 脇坂内科クリニック 271-0051 松戸市馬橋１７７０－１－１Ｆ
669 松戸 病院・医院 松戸整形外科クリニック 271-0051 松戸市馬橋１７９馬橋ステーションモール５F
670 松戸 病院・医院 恩田メディカルクリニック 271-0051 松戸市馬橋１８２８
671 松戸 病院・医院 医療法人社団愛和クリニック 愛和クリニック 270-0023 松戸市八ケ崎３－６６－１
672 松戸 病院・医院 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
673 松戸 病院・医院 医療法人社団謙伸会 津田内科クリニック 270-0023 松戸市八ケ崎７－３２－１１プチモンド八ヶ崎１－A
674 松戸 病院・医院 医療法人社団さくらのみち わたき小児科 270-0023 松戸市八ケ崎７－３２－１１プチモンド八ヶ崎３－Ａ
675 松戸 病院・医院 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
676 松戸 病院・医院 ハートクリニック牧の原 270-2267 松戸市牧の原１－１９３
677 松戸 病院・医院 医療法人社団真心会 岡村胃腸科外科 270-2267 松戸市牧の原１－２３－６
678 松戸 病院・医院 牧の原クリニック 270-2267 松戸市牧の原2丁目48-5
679 松戸 病院・医院 医療法人社団恵優会 丹野内科・循環器科 271-0091 松戸市本町１２－１５パップス松戸ビル５０１
680 松戸 病院・医院 医療法人社団五良会 まつど西口整形クリニック 271-0091 松戸市本町１９－１６松戸ウエストビル２Ｆ
681 松戸 病院・医院 そが内科クリニック 271-0091 松戸市本町１９ー１６松戸ウエストビル４Ｆ
682 松戸 病院・医院 医療法人財団松圓会 東葛クリニックみらい 271-0091 松戸市本町２１－２都市綜合第３ビル
683 松戸 病院・医院 平野医院 271-0091 松戸市本町5-10
684 松戸 病院・医院 医療法人社団晴美会 石岡内科クリニック 271-0091 松戸市本町６－８ライムハイツ５０１
685 松戸 病院・医院 稔台 吉田内科クリニック 循環器科 270-2231 松戸市稔台１－１１－３３セレス稔台１F
686 松戸 病院・医院 医療法人社団長伸会 みどりクリニック 270-2231 松戸市稔台１－１４－２３グリーンコーポ稔１階
687 松戸 病院・医院 医療法人社団順裕会 クリニックソワニエ 270-2231 松戸市稔台７－２－１８
688 松戸 病院・医院 医療法人財団千葉健愛あおぞら診療所 271-0074 松戸市緑ケ丘２-３５７ソフィア１階A号・B号
689 松戸 病院・医院 六高台内科胃腸科クリニック 270-2203 松戸市六高台２－１８－４
690 松戸 病院・医院 中村歯科六高台診療所 270-2203 松戸市六高台４－９３－１六実マンション１０８号室
691 松戸 病院・医院 長坂歯科医院 270-2204 松戸市六実６－３９－２１
692 松戸 病院・医院 一般社団法人巨樹の会 松戸リハビリテーション病院 270-2232 松戸市和名ケ谷１００９－１
693 松戸 病院・医院 医療法人社団誠馨会 新東京病院 270-2232 松戸市和名ケ谷１２７１
694 松戸 病院・医院 医療法人社団松和会 小板橋病院 270-2232 松戸市和名ケ谷１３１３－１
695 松戸 病院・医院 新柏クリニックおおたかの森 2700128 流山市おおたかの森１－３０－１
696 松戸 病院・医院 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

697 松戸 病院・医院 ひがしデンタルクリニック 270-0128 流山市おおたかの森西２－１－３Villa Est１F
698 松戸 病院・医院 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ーC

699 松戸 病院・医院 医療法人社団青嶺会 松戸整形外科おおたかの森クリニック 270-0119 流山市おおたかの森北１－１２－１ＯＫＴプラザ２階
700 松戸 病院・医院 おおたかの森北口駅前眼科 270-0119 流山市おおたかの森北１－６－１果樹園ＳＴ３階
701 松戸 病院・医院 医療法人有壬会 はた整形外科 270-0119 流山市おおたかの森北３－２－１
702 松戸 病院・医院 医療法人社団曙会流山中央病院附属 泉リハビリテーション病院 270-0119 流山市おおたかの森北３－２３－１２
703 松戸 病院・医院 医療法人財団東京勤労者医療会 東葛病院付属診療所 270-0174 流山市下花輪４０９－６
704 松戸 病院・医院 医療法人社団藤光会 藤澤内科クリニック 270-0176 流山市加４－１８－２
705 松戸 病院・医院 木口小児科 270-0176 流山市加４-１８-３
706 松戸 病院・医院 流山おおたかの森歯科矯正歯科 270-0132 流山市駒木３５６リヤブロー１０２
707 松戸 病院・医院 柏の葉北総病院 270-0113 流山市駒木台２３３-４
708 松戸 病院・医院 医療社団法人なごみ会 向小金クリニック 270-0143 流山市向小金3-147-2
709 松戸 病院・医院 松山クリニック 270-0115 流山市江戸川台西１-１０４
710 松戸 病院・医院 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
711 松戸 病院・医院 阿藤整形外科 270-0115 流山市江戸川台西２-２６０
712 松戸 病院・医院 江戸川台クリニック 270-0111 流山市江戸川台東２－１２３
713 松戸 病院・医院 東医院 270-0111 流山市江戸川台東３－１０２－２
714 松戸 病院・医院 高橋皮フ科 270-0111 流山市江戸川台東３-６２２-８５
715 松戸 病院・医院 森の診療所 270-0175 流山市三輪野山４-１１-１５
716 松戸 病院・医院 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５８５－１LEVENおおたかの森２階
717 松戸 病院・医院 医療法人社団誠高会 おおたかの森フォレストクリニック 270-0137 流山市市野谷６６０－１（新Ａ４街区１）Ｋ
718 松戸 病院・医院 笠原クリニック 270-0137 流山市市野谷６６５－４０ハナミズキテラス３階
719 松戸 病院・医院 つのみやクリニック 270-0133 流山市十太夫１０８－２新Ｃ５７街区４画地
720 松戸 病院・医院 高桜内科胃腸科 270-0121 流山市西初石３－１００森田ビル２Ｆ
721 松戸 病院・医院 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
722 松戸 病院・医院 医療法人社団江陽会 江陽台病院 270-0107 流山市西深井３９３
723 松戸 病院・医院 医療法人財団東京勤労者医療会 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（運Ｂ１４０街区１２－２，１３－１，１３－２）

724 松戸 病院・医院 たつみ訪問歯科クリニック 270-0152 流山市前平井１８２セントラルパークウッズ１０１
725 松戸 病院・医院 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番地の１（運Ｂ１４０街区９）
726 松戸 病院・医院 医療法人社団いしい眼科 270-0116 流山市中野久木５１１－２
727 松戸 病院・医院 医療法人社団 奎愛會 小野クリニック 270-0116 流山市中野久木５３０-１
728 松戸 病院・医院 流山中央病院 270-0114 流山市東初石２-１３２-２
729 松戸 病院・医院 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
730 松戸 病院・医院 石渡クリニック 270-0114 流山市東初石３－１３３－４第２メゾン豊晃ビル １F
731 松戸 病院・医院 医療法人社団誠高会 おおたかの森クリニック 270-0114 流山市東初石６－１８３－１ライフガーデン４Ｆ
732 松戸 病院・医院 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
733 松戸 病院・医院 グレースデンタルメディカルクリニック千葉分院（内科） 270-0101 流山市東深井２３６－１
734 松戸 病院・医院 きたざわ眼科 270-0101 流山市東深井４０７-１
735 松戸 病院・医院 おおつか歯科クリニック 270-0163 流山市南流山１－１０－２クレール壱番館１０２
736 松戸 病院・医院 ユートピア歯科クリニック 270-0163 流山市南流山１-１-２ＭＭビル２Ｆ
737 松戸 病院・医院 南流山整形外科 270-0163 流山市南流山２-１８-４
738 松戸 病院・医院 南流山駅前クリニック 270-0163 流山市南流山２-２３-１６平澤ビル１F
739 松戸 病院・医院 あいけいクリニック 270-0163 流山市南流山２－２３－１６平澤ビル２０１
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740 松戸 病院・医院 医療法人社団紀信会 西村内科胃腸科医院 270-0163 流山市南流山２-２４-４
741 松戸 病院・医院 医療法人社団康寿会 いけだ内科小児科クリニック 270-0163 流山市南流山２-８-１０
742 松戸 病院・医院 医療法人社団輝会 かがやきクリニック 270-0163 流山市南流山３－１６－１１甲栄第一レジデンス１０１
743 松戸 病院・医院 柿田眼科 270-0163 流山市南流山４－１－１５
744 松戸 病院・医院 あらい内科・外科 270-0163 流山市南流山８－１１－９
745 松戸 病院・医院 医療法人社団愛友会 千葉愛友会記念病院 270-0161 流山市鰭ヶ崎１-１
746 松戸 病院・医院 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
747 松戸 病院・医院 医療法人社団診誠会 ためがい整形外科クリニック 270-0157 流山市平和台４－５－４３平和台メディカルビル２Ｆ
748 松戸 病院・医院 医療法人社団中川会 流山東部診療所 270-0145 流山市名都借９０９－１
749 松戸 病院・医院 医療法人社団中川会 流山東部眼科 270-0145 流山市名都借９０９－１
750 松戸 病院・医院 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
751 松戸 病院・医院 中島内科医院 270-0164 流山市流山１－２７１
752 野田 病院・医院 医療法人社団圭春会 小張総合クリニック 278-8501 野田市横内２０－１
753 野田 病院・医院 医療法人社団圭春会 小張総合病院 278-8501 野田市横内２９－１
754 野田 病院・医院 花井クリニック 278-0026 野田市花井２４９－５
755 野田 病院・医院 大槻医院 278-0055 野田市岩名１－１７－２
756 野田 病院・医院 医療法人社団成和心会 東葛クリニック野田 278-0042 野田市吉春２１１
757 野田 病院・医院 キッコーマン総合病院 278-0005 野田市宮崎１００
758 野田 病院・医院 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
759 野田 病院・医院 医療法人社団啓心会 七光台クリニック 278-0057 野田市光葉町１－８－６
760 野田 病院・医院 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
761 野田 病院・医院 MED AGREE CLINIC のだ 278-0011 野田市三ツ堀８１９－１
762 野田 病院・医院 はしもと整形外科クリニック 278-0022 野田市山崎１１７９－７
763 野田 病院・医院 さえぐさ医院 278-0022 野田市山崎１３８５－１
764 野田 病院・医院 野田南部診療所 278-0022 野田市山崎１７３７－２
765 野田 病院・医院 医療法人社団 緑水会 うめさと歯科 278-0022 野田市山崎１８４０－１０??岡ビル２F
766 野田 病院・医院 こだま泌尿器科クリニック 278-0022 野田市山崎２１８６－６
767 野田 病院・医院 医療法人社団全正会江戸川病院 278-0022 野田市山崎２７０２
768 野田 病院・医院 医療法人社団真優会 やまかわ内科・神経内科クリニック 278-0029 野田市山崎新町２－１１
769 野田 病院・医院 七光台内科外科 278-0051 野田市七光台４－２イオンタウン野田七光台メディカルＥ棟2階

770 野田 病院・医院 さいとう眼科 278-0051 野田市七光台４－２イオンタウン野田七光台メディカルモール2F

771 野田 病院・医院 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
772 野田 病院・医院 医療法人社団 桃和会 門倉医院 278-0033 野田市上花輪６２８－１
773 野田 病院・医院 新村医院 278-0012 野田市瀬戸８４
774 野田 病院・医院 山崎外科内科 278-0043 野田市清水４１９
775 野田 病院・医院 医療法人社団福聚会 東葛飾病院 270-0215 野田市中戸１３
776 野田 病院・医院 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
777 野田 病院・医院 小林医院 278-0035 野田市中野台１８３
778 野田 病院・医院 夜久耳鼻咽喉科医院 278-0035 野田市中野台２１３
779 野田 病院・医院 野田病院 270-0237 野田市中里１５５４－１
780 野田 病院・医院 医療法人社団喜晴会 野田中央病院 278-0016 野田市二ツ塚１４８番地
781 野田 病院・医院 医療法人社団 淑幸会 尾崎台クリニック 270-0238 野田市尾崎台１４
782 野田 病院・医院 関宿中央医院 270-0222 野田市木間ヶ瀬２４２３－１
783 野田 病院・医院 金本医院 278-0001 野田市目吹１２９０
784 野田 病院・医院 あらい内科クリニック 278-0037 野田市野田１２２６番地
785 野田 病院・医院 オバザワ眼科 278-0037 野田市野田２４１－４
786 野田 病院・医院 医療法人社団圭春会 小張総合附属診療所 278-0037 野田市野田５２９
787 野田 病院・医院 愛宕駅前こころのクリニック 278-0037 野田市野田７８７－３ｉプラザ ２階Ａ号室
788 野田 病院・医院 医療法人社団 よこた歯科医院 278-0037 野田市野田８３６－７
789 野田 病院・医院 医療法人社団淑幸会野田ライフケアセンタークリニック 278-0037 野田市野田８４０番地
790 野田 病院・医院 医療法人社団啓心会 岡田病院 278-0006 野田市柳沢２２１
791 印旛 病院・医院 日本医科大学千葉北総病院 270-1694 印西市鎌苅１７１５
792 印旛 病院・医院 いんざいさくらクリニック 270-1335 印西市原１－２ビッグホップガーデンモール印西Ｖ－１０３

793 印旛 病院・医院 牧の原いとうクリニック 270-1335 印西市原４-１
794 印旛 病院・医院 いんざいクリニック 270-1348 印西市戸神557-4
795 印旛 病院・医院 岩井内科クリニック 270-1342 印西市高花５－１－１
796 印旛 病院・医院 鈴木整形外科 270-1342 印西市高花５－１－２
797 印旛 病院・医院 すずき小倉台医院 270-1356 印西市小倉台４－１２
798 印旛 病院・医院 医療法人社団大樹会 牧の里クリニック 270-1313 印西市小林北２－６－１４
799 印旛 病院・医院 医療法人社団定右衛門会 清宮クリニック 270-1334 印西市西の原３－１２－１
800 印旛 病院・医院 医療法人社団雅厚生会 千葉新都市ラーバンクリニック 270-1337 印西市草深１３８
801 印旛 病院・医院 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
802 印旛 病院・医院 医療法人社団誠徹会 千葉北総内科クリニック 270-1337 印西市草深字原２２２１－３
803 印旛 病院・医院 安孫子内科胃腸科クリニック 270-1327 印西市大森３４１７－２
804 印旛 病院・医院 千葉ニュータウン中央クリニック 270-1340 印西市中央南１－１
805 印旛 病院・医院 医療法人社団海星会 ニュータウン中央歯科室 270-1350 印西市中央北２－１－３ サンクタス千葉ニュータウン中央１Ｆ

806 印旛 病院・医院 コスモス皮膚科 270-1350 印西市中央北２－１－３サンクタス千葉ニュータウン中央１F

807 印旛 病院・医院 医療法人社団雅厚生会 ラーバン駅前クリニック 270-1350 印西市中央北２－１－３サンクタス千葉ニュータウン中央１階

808 印旛 病院・医院 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２Ｆ
809 印旛 病院・医院 医療法人社団志村厚生会 内野診療所 270-1347 印西市内野１－５
810 印旛 病院・医院 医療法人社団千葉医心会 千葉ニュータウンクリニック 270-1347 印西市内野１－５－１
811 印旛 病院・医院 つがねさわ医院 270-1605 印西市平賀１８７０－３
812 印旛 病院・医院 医療法人社団優駿会 Ｄｒ．Ｋクリニック 270-1605 印西市平賀３７８０
813 印旛 病院・医院 医療法人平成博愛会 印西総合病院 270-1331 印西市牧の原１－１－１
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814 印旛 病院・医院 斉藤おとな＆こどもクリニック 270-1359 印西市木刈４－３－４
815 印旛 病院・医院 ばんどうクリニック 270-2327 印西市竜腹寺３４９－１
816 印旛 病院・医院 医療法人社団相生会 おがわ内科 270-1516 印旛郡栄町安食１－１８－２３
817 印旛 病院・医院 医療法人社団育誠會 北総栄病院 270-1516 印旛郡栄町安食２４２１
818 印旛 病院・医院 医療法人社団顕慈会 後藤医院 270-1516 印旛郡栄町安食３６４６
819 印旛 病院・医院 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
820 印旛 病院・医院 医療法人社団清樹会 ミモト歯科医院 270-1505 印旛郡栄町竜角寺台５－２１－２
821 印旛 病院・医院 医療法人社団龍歯会 竜角寺歯科医院 270-1506 印旛郡栄町龍角寺１１２９－２４
822 印旛 病院・医院 宮野歯科医院 285-0907 印旛郡酒々井町下岩橋２２６
823 印旛 病院・医院 医療法人社団千葉光徳会 千葉しすい病院 285-0905 印旛郡酒々井町上岩橋１０３５
824 印旛 病院・医院 医療法人社団 梅村歯科医院 285-0922 印旛郡酒々井町中央台2-16-6
825 印旛 病院・医院 医療法人社団成龍会 しすい整形クリニック 285-0922 印旛郡酒々井町中央台２－１－６酒々井西駅前ビル
826 印旛 病院・医院 医療法人社団仁香会 しすい眼科医院 285-0922 印旛郡酒々井町中央台２－１８－１８
827 印旛 病院・医院 しすい皮膚科 285-0923 印旛郡酒々井町東酒々井１－１－１２１
828 印旛 病院・医院 医療法人社団 東医院 285-0923 印旛郡酒々井町東酒々井３－３－９８
829 印旛 病院・医院 医療法人社団新虎の門会 酒々井虎の門クリニック 285-0912 印旛郡酒々井町飯積２－８－９
830 印旛 病院・医院 工藤外科内科 285-0858 佐倉市ユーカリが丘２－２－４
831 印旛 病院・医院 医療法人社団Avanti ユーカリが丘・デンタルクリニック 285-0858 佐倉市ユーカリが丘３－２－１ルナシティ１０３号
832 印旛 病院・医院 高橋レディースクリニック 285-0858 佐倉市ユーカリが丘４－１－１イーストタワー２Ｆ
833 印旛 病院・医院 医療法人社団勇和会 大木眼科 285-0858 佐倉市ユーカリが丘４－１－１イーストタワー２Ｆ
834 印旛 病院・医院 常富内科クリニック 285-0858 佐倉市ユーカリが丘４－１－１イーストタワー２階
835 印旛 病院・医院 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
836 印旛 病院・医院 天本クリニック 285-0858 佐倉市ユーカリが丘６－４－７Rビル２F
837 印旛 病院・医院 医療法人社団創美会 コアラ歯科 285-0855 佐倉市井野１３０２－５石川ビル２０２
838 印旛 病院・医院 医療法人社団由麻会 さつき歯科 285-0855 佐倉市井野１３８３－１
839 印旛 病院・医院 医療法人社団清栄会 古谷内科 285-0855 佐倉市井野１５５２
840 印旛 病院・医院 医療法人社団陵栄会 佐倉デンタルクリニック 285-0863 佐倉市臼井５３－３
841 印旛 病院・医院 医療法人双久会 勝田訪問診療所 285-0861 佐倉市臼井田７７４-５５
842 印旛 病院・医院 桜皮フ科クリニック 285-0014 佐倉市栄町１８－１８佐倉Ｓビル７Ｆ
843 印旛 病院・医院 医療法人社団愛信会 佐倉中央病院 285-0014 佐倉市栄町２０－４
844 印旛 病院・医院 黒須整形外科 285-0014 佐倉市栄町２１－８
845 印旛 病院・医院 石川眼科医院 285-0014 佐倉市栄町３－１３
846 印旛 病院・医院 宍戸内科医院 285-0837 佐倉市王子台１－１８－７
847 印旛 病院・医院 勝目クリニック 285-0837 佐倉市王子台１－２８－８
848 印旛 病院・医院 王子台耳鼻咽喉科・眼科 285-0837 佐倉市王子台１－６－１５
849 印旛 病院・医院 医療法人社団 秀島歯科医院 285-0837 佐倉市王子台２－１２－１７
850 印旛 病院・医院 長岡産婦人科クリニック 285-0837 佐倉市王子台３－１６－１
851 印旛 病院・医院 臼井にしざわクリニック 285-0837 佐倉市王子台３－１－７
852 印旛 病院・医院 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１階１０３号室
853 印旛 病院・医院 佐倉ファミリークリニック 285-0837 佐倉市王子台３－５－１５－１０１
854 印旛 病院・医院 宮田歯科医院 285-0837 佐倉市王子台６－４－７
855 印旛 病院・医院 社会福祉法人眞榮会 アジサイクリニック 285-0841 佐倉市下志津２１４－１
856 印旛 病院・医院 アジサイクリニック佐倉 285-0841 佐倉市下志津214-1
857 印旛 病院・医院 アジサイクリニック 285-0841 佐倉市下志津２１４－１
858 印旛 病院・医院 社会福祉法人ユーカリ優都会 南ヶ丘病院 285-0841 佐倉市下志津２１８
859 印旛 病院・医院 東邦大学医療センター佐倉病院 285-8741 佐倉市下志津５６４－１
860 印旛 病院・医院 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
861 印旛 病院・医院 弥富あさくらクリニック 285-0072 佐倉市岩富町５４１
862 印旛 病院・医院 ユーカリ歯科医院 285-0857 佐倉市宮ノ台３－３－３
863 印旛 病院・医院 長谷川内科 285-0005 佐倉市宮前３－２３－２
864 印旛 病院・医院 はなわ眼科 285-0005 佐倉市宮前３－４－１０ラポール観山1Ｆ
865 印旛 病院・医院 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
866 印旛 病院・医院 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
867 印旛 病院・医院 はるんクリニック佐倉 285-0819 佐倉市寺崎北１－４－２
868 印旛 病院・医院 うさぴょんこどもクリニック 285-0819 佐倉市寺崎北１－６－５
869 印旛 病院・医院 追川医院 285-0846 佐倉市上志津１６４４－４
870 印旛 病院・医院 医療法人社団暢華会 安藤眼科 285-0846 佐倉市上志津1660-20三藤ﾋﾞﾙ２階
871 印旛 病院・医院 林歯科矯正歯科 285-0846 佐倉市上志津１６７３－２７
872 印旛 病院・医院 医療法人社団ゆうと会角田皮膚科 285-0846 佐倉市上志津１６８８－６
873 印旛 病院・医院 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
874 印旛 病院・医院 医療法人社団 小林整形外科 285-0846 佐倉市上志津１７９６－１
875 印旛 病院・医院 医療法人社団翠友会 だて内科クリニック 285-0846 佐倉市上志津２００７番地１
876 印旛 病院・医院 医療法人社団 志津南クリニック 285-0844 佐倉市上志津原３６－５
877 印旛 病院・医院 松ヶ丘クリニック 285-0815 佐倉市城１８８－３９
878 印旛 病院・医院 さくら泌尿器科クリニック 285-0815 佐倉市城３４３－３－１－Ｂ
879 印旛 病院・医院 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
880 印旛 病院・医院 医療法人社団久仁会小林クリニック 285-0862 佐倉市新臼井田７－２４
881 印旛 病院・医院 大木歯科医院 285-0023 佐倉市新町６８
882 印旛 病院・医院 医療法人社団純誠会 上野整形外科 285-0836 佐倉市生谷１５５５－１７
883 印旛 病院・医院 ヒロ胃腸科内科医院 285-0836 佐倉市生谷１６１０－１０
884 印旛 病院・医院 檀上歯科医院 285-0850 佐倉市西ユーカリが丘３－１－１２
885 印旛 病院・医院 セントルーククリニックユーカリが丘 285-0850 佐倉市西ユーカリが丘４－１－２１
886 印旛 病院・医院 医療法人社団嗣栄会 みのり耳鼻咽喉科 285-0850 佐倉市西ユーカリが丘４－１－５
887 印旛 病院・医院 ユーカリが丘 とくやま内科クリニック 285-0850 佐倉市西ユーカリが丘７－２－２



令和２年１１月現在 指定医療機関一覧（病院・診療所）
888 印旛 病院・医院 志津ココロ歯科・矯正歯科 285-0845 佐倉市西志津２－６－４
889 印旛 病院・医院 医療法人社団古香堂赤松整形外科 285-0845 佐倉市西志津３－２－２
890 印旛 病院・医院 みやけクリニック 285-0845 佐倉市西志津３－２－２
891 印旛 病院・医院 西志津おおば内科 285-0845 佐倉市西志津６－２－１７
892 印旛 病院・医院 医療法人社団爽愛会 小林循環器クリニック 285-0852 佐倉市青菅１０２３－２３
893 印旛 病院・医院 医療法人社団 てらだ歯科 285-0813 佐倉市石川６５７
894 印旛 病院・医院 金子メディカルクリニック 285-0831 佐倉市染井野３－２－１
895 印旛 病院・医院 みずきが丘クリニック 285-0831 佐倉市染井野５－１－１
896 印旛 病院・医院 そめいのクリニック 285-0831 佐倉市染井野５－２９－２
897 印旛 病院・医院 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
898 印旛 病院・医院 医療法人社団 池医院 285-0817 佐倉市大崎台１－６－３
899 印旛 病院・医院 さくら胃と腸のクリニック 285-0817 佐倉市大崎台２－１－３
900 印旛 病院・医院 佐倉整形外科病院 285-0817 佐倉市大崎台４－３－５
901 印旛 病院・医院 一般財団法人 日本老人福祉財団 佐倉〈ゆうゆうの里〉診療所 285-0025 佐倉市鏑木町２７０－１
902 印旛 病院・医院 佐倉厚生園病院 285-0025 佐倉市鏑木町３２０
903 印旛 病院・医院 医療法人社団精樹会 さくらホームクリニック 285-0859 佐倉市南ユーカリが丘１５－２６
904 印旛 病院・医院 曙ユーカリが丘クリニック 285-0859 佐倉市南ユーカリが丘２－１ １００
905 印旛 病院・医院 なめかわ内科クリニック 285-0865 佐倉市南臼井台６－３
906 印旛 病院・医院 医療法人社団凛風会白銀クリニック 285-0045 佐倉市白銀３－３－２
907 印旛 病院・医院 佐倉眼科医院 285-0811 佐倉市表町１－１７－７
908 印旛 病院・医院 今田屋内科 285-0811 佐倉市表町１－７－６
909 印旛 病院・医院 木村医院 285-0015 佐倉市並木町２４４
910 印旛 病院・医院 栗原歯科医院 285-0812 佐倉市六崎７０９－１
911 印旛 病院・医院 つくし座クリニック 284-0026 四街道市つくし座２－２－３
912 印旛 病院・医院 四街道まごころクリニック 284-0043 四街道市めいわ３－１６－８－１Ｆ
913 印旛 病院・医院 はやし耳鼻咽喉科 284-0043 四街道市めいわ4-3-22
914 印旛 病院・医院 ものいトータルクリニック 284-0016 四街道市もねの里2-35-1
915 印旛 病院・医院 ライオン皮フ科 284-0016 四街道市もねの里２-７-７
916 印旛 病院・医院 医療法人社団もねの里会 もねの里クリニック 284-0016 四街道市もねの里２－７－８
917 印旛 病院・医院 医療法人沖縄徳洲会 四街道徳洲会病院 284-0032 四街道市吉岡１８３０－１
918 印旛 病院・医院 栗山中央病院 284-0027 四街道市栗山９０６－１
919 印旛 病院・医院 医療法人社団泰仁会四街道駅クリニック 284-0005 四街道市四街道１－１ＪＲ四街道駅ビル４Ｆ
920 印旛 病院・医院 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
921 印旛 病院・医院 四街道森山クリニック 284-0005 四街道市四街道1-2-8和田ビル1階
922 印旛 病院・医院 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 １Ｆ
923 印旛 病院・医院 医療法人社団祥仁会 四街道デンタルクリニック 284-0005 四街道市四街道１５５５－１４
924 印旛 病院・医院 医療法人社団 下野医院 284-0005 四街道市四街道２－１７－１６
925 印旛 病院・医院 医療法人社団 道友会 そはら整形外科 284-0003 四街道市鹿渡１１０９
926 印旛 病院・医院 医療法人社団敬和会 木村内科 284-0003 四街道市鹿渡７２８－１７
927 印旛 病院・医院 近藤歯科医院 284-0003 四街道市鹿渡９３３－２９６１・２・３ビル２０２号
928 印旛 病院・医院 柴眼科 284-0003 四街道市鹿渡９３３－８２
929 印旛 病院・医院 しばクリニック 284-0003 四街道市鹿渡９３３－８２
930 印旛 病院・医院 いさじ眼科 284-0003 四街道市鹿渡９３４－３０
931 印旛 病院・医院 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
932 印旛 病院・医院 医療法人社団 野村外科医院 284-0015 四街道市千代田４－２５－４
933 印旛 病院・医院 医療法人それいゆ会 四街道さくら病院 284-0001 四街道市大日526-1
934 印旛 病院・医院 医療法人社団誠津会 はるかぜ診療所 284-0001 四街道市大日５４９－１Ｃ＆Ｍモール１階
935 印旛 病院・医院 医療法人社団千陽会 さくらクリニック 284-0001 四街道市大日５９３－１
936 印旛 病院・医院 あさひクリニック 284-0045 四街道市美しが丘１－１８－７
937 印旛 病院・医院 わらび歯科医院 284-0045 四街道市美しが丘３－７－１
938 印旛 病院・医院 和泉内科医院 284-0044 四街道市和良比１８１－３３
939 印旛 病院・医院 医療法人社団禎豊会 潤生堂医院 284-0044 四街道市和良比254-20
940 印旛 病院・医院 医療法人社団葵晴会 あしざわ眼科クリニック 284-0044 四街道市和良比２６９－２７
941 印旛 病院・医院 大田クリニック 286-0029 成田市ウイング土屋１４１
942 印旛 病院・医院 ひらの内科 286-0029 成田市ウイング土屋１７０
943 印旛 病院・医院 医療法人社団英正会 アジサイ眼科 286-0029 成田市ウイング土屋２４イオンモール成田２階
944 印旛 病院・医院 アジサイ眼科 286-0029 成田市ウイング土屋２４イオンモール成田２階
945 印旛 病院・医院 かじクリニック 286-0007 成田市はなのき台１－２２－９
946 印旛 病院・医院 シロアム会 田中稔眼科 286-0035 成田市囲護台１－４－３フィールドホーム第４ビル１F
947 印旛 病院・医院 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
948 印旛 病院・医院 医療法人社団 根本内科外科医院 289-0107 成田市猿山字和田１０５６番地
949 印旛 病院・医院 成田病院 286-0845 成田市押畑８９６
950 印旛 病院・医院 MED AGREE CLINIC なりた 286-0005 成田市下方６８５－１
951 印旛 病院・医院 黒田内科診療所 286-0036 成田市加良部１－３－２
952 印旛 病院・医院 医療法人社団つかだファミリークリニック 286-0036 成田市加良部５－７－２
953 印旛 病院・医院 京増内科クリニック 286-0033 成田市花崎町８４２－３
954 印旛 病院・医院 なのはなクリニック 287-0225 成田市吉岡１３４２－７
955 印旛 病院・医院 成田市国保大栄診療所 287-0225 成田市吉岡２８９－１
956 印旛 病院・医院 医療法人社団誠富会 成田整形外科 286-0037 成田市橋賀台１－１５－２
957 印旛 病院・医院 医療法人社団成蘭会 立花・真鍋医院 286-0037 成田市橋賀台１－１５－４
958 印旛 病院・医院 さいとう矯正歯科クリニック 286-0037 成田市橋賀台１－４５－１－２F
959 印旛 病院・医院 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
960 印旛 病院・医院 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
961 印旛 病院・医院 片岡内科循環器科医院 286-0011 成田市玉造７－２４－２
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962 印旛 病院・医院 日本医科大学 成田国際空港クリニック 282-0004 成田市古込字古込１－１（成田国際空港内）
963 印旛 病院・医院 医療法人社団 山崎眼科クリニック 286-0018 成田市吾妻３－５０－１
964 印旛 病院・医院 いけみ耳鼻咽喉科クリニック 286-0018 成田市吾妻３－５２－２
965 印旛 病院・医院 医療法人社団慶翔会川島整形外科 286-0048 成田市公津の杜１－２４－７
966 印旛 病院・医院 さとみ皮膚科クリニック 286-0048 成田市公津の杜２－１４－３キュアフォレスト１０２
967 印旛 病院・医院 いしがみ医院 286-0048 成田市公津の杜２－１７－７
968 印旛 病院・医院 医療法人社団健裕会 なかまち泌尿器科クリニック 286-0048 成田市公津の杜２－２７－５キュアフォレストⅡー２０２
969 印旛 病院・医院 医療法人社団千陽会 さくらクリニック成田 286-0048 成田市公津の杜３－３７－１
970 印旛 病院・医院 医療法人社団わたなべクリニック 286-0048 成田市公津の杜３－３－８
971 印旛 病院・医院 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４－２WA棟１階
972 印旛 病院・医院 医療法人社団徳進会 木下医院 286-0048 成田市公津の杜５－２８－１
973 印旛 病院・医院 藤倉クリニック 286-0028 成田市幸町４８３
974 印旛 病院・医院 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
975 印旛 病院・医院 医療法人社団透光会 大栄病院 287-0217 成田市桜田１１３７
976 印旛 病院・医院 医療法人社団聖母会 聖マリア記念病院 286-0106 成田市取香４４６
977 印旛 病院・医院 医療法人社団 ちば整形外科 286-0025 成田市東町１３３イオンタウン成田富里2階
978 印旛 病院・医院 石原医院 286-0025 成田市東町１５７－２
979 印旛 病院・医院 医療法人社団心和会 成田リハビリテーション病院 286-0113 成田市南三里塚宇治園１８－１
980 印旛 病院・医院 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
981 印旛 病院・医院 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
982 印旛 病院・医院 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
983 印旛 病院・医院 日本赤十字社 成田赤十字病院 286-0041 成田市飯田町９０－１
984 印旛 病院・医院 成田西クリニック 286-0041 成田市飯田町９－１０２アプリコーゼ２０４
985 印旛 病院・医院 みさと眼科クリニック 286-0013 成田市美郷台１－１５－１
986 印旛 病院・医院 いとうこどもクリニック 286-0013 成田市美郷台１－１５－８
987 印旛 病院・医院 ミサト歯科医院 286-0013 成田市美郷台２－１４－３２
988 印旛 病院・医院 美郷台整形外科 286-0013 成田市美郷台３－２－３
989 印旛 病院・医院 しだ内科・消化器クリニック 270-1431 白井市根１９７０－１－２
990 印旛 病院・医院 医療法人社団東光会 北総白井病院 270-1431 白井市根３２５－２－１
991 印旛 病院・医院 ちよだクリニック 270-1431 白井市根７６－８
992 印旛 病院・医院 桜台メディカルクリニック 270-1412 白井市桜台２-７-２
993 印旛 病院・医院 白井駅前せあらしクリニック 270-1426 白井市笹塚２－２－２コスモビル１０２
994 印旛 病院・医院 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
995 印旛 病院・医院 グレースデンタルメディカルクリニック北総分院（内科） 270-1423 白井市南山２－１－２－２号１階
996 印旛 病院・医院 医療法人社団慶実会 グレースデンタルメディカルクリニック 北総分院 270-1423 白井市南山２－１－２－２号１階
997 印旛 病院・医院 医療法人社団晴仁会 アインス診療所 270-1423 白井市南山２－２－３
998 印旛 病院・医院 医療法人社団誠悠会 もりや内科・呼吸器科クリニック 270-1432 白井市冨士１２９－２９
999 印旛 病院・医院 せきかわ整形外科 270-1432 白井市冨士字栄１２９－３０白井クリニックファーム

1000 印旛 病院・医院 医療法人社団 白翔会 千葉白井病院 270-1422 白井市復１４３９－２
1001 印旛 病院・医院 医療法人社団白藤会 伊藤診療所 270-1422 白井市復１４５０－２３
1002 印旛 病院・医院 白井由井内科 270-1424 白井市堀込1-2-7白井Ｆビル2B
1003 印旛 病院・医院 白井由井内科 270-1424 白井市堀込1-2-7白井Fビル2B
1004 印旛 病院・医院 医療法人社団晴仁会 晴クリニック皮ふ科・ひ尿器科 270-1424 白井市堀込１－２－７白井Ｆビル２Ｆ
1005 印旛 病院・医院 千葉白井クリニック 270-1424 白井市堀込２－４堀込第４住宅第２－４－７号棟４０６
1006 印旛 病院・医院 医療法人社団良友会 ひきたクリニック 289-1106 八街市榎戸６５６－４
1007 印旛 病院・医院 医療法人社団盛徳会 川野歯科医院 289-1101 八街市朝日５３９
1008 印旛 病院・医院 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
1009 印旛 病院・医院 高瀬眼科 289-1103 八街市八街に121-43
1010 印旛 病院・医院 医療法人社団八千代会 八街整形外科内科 289-1103 八街市八街に７５
1011 印旛 病院・医院 医療法人社団誠和会長谷川病院 289-1103 八街市八街に８５
1012 印旛 病院・医院 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
1013 印旛 病院・医院 医療法人社団真門会 かまだ整形外科 289-1115 八街市八街ほ２１５－１３９
1014 印旛 病院・医院 湯沢クリニック 289-1115 八街市八街ほ２２７－１
1015 印旛 病院・医院 医療法人社団福寿会 八街眼科 289-1115 八街市八街ほ２５０－８
1016 印旛 病院・医院 鈴木クリニック 289-1115 八街市八街ほ２６５
1017 印旛 病院・医院 医療法人甲辰会 海保病院 289-1115 八街市八街ほ３８６
1018 印旛 病院・医院 医療法人社団けやき会 やちまた皮膚科 289-1115 八街市八街ほ５９４－２
1019 印旛 病院・医院 遠藤内科医院 289-1115 八街市八街ほ８３６－２
1020 印旛 病院・医院 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
1021 印旛 病院・医院 医療法人社団 戸村内科クリニック 286-0211 富里市御料葉山９２３-１１
1022 印旛 病院・医院 吉川医院 286-0221 富里市七栄２９８－２９
1023 印旛 病院・医院 医療法人社団知己会 龍岡クリニック 286-0221 富里市七栄６５３－７３
1024 印旛 病院・医院 七栄歯科医院 286-0221 富里市七栄６５４－４０
1025 印旛 病院・医院 湯山整形外科 286-0221 富里市七栄６７４－１９
1026 印旛 病院・医院 医療法人社団千葉光徳会 すいかクリニック 286-0221 富里市七栄７４３
1027 印旛 病院・医院 医療法人社団英正会 なのはな眼科・内科 286-0221 富里市七栄獅子穴649-55ナリタヤ富里店テナント棟
1028 印旛 病院・医院 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
1029 印旛 病院・医院 黒須医院 286-0212 富里市十倉４４
1030 印旛 病院・医院 みやび内科クリニック 286-0202 富里市日吉倉５７２－２
1031 印旛 病院・医院 医療法人徳洲会 成田富里徳洲会病院 286-0201 富里市日吉台1-1-1
1032 印旛 病院・医院 医療法人社団優潤会 かなめ整形外科 286-0201 富里市日吉台１－１１－１３
1033 印旛 病院・医院 医療法人社団樹々会 日吉台病院 286-0201 富里市日吉台１－６－２
1034 印旛 病院・医院 土井皮膚科クリニック 286-0201 富里市日吉台２－９１－１０小池ビレッジ１０１
1035 印旛 病院・医院 はる内科小児科クリニック 286-0201 富里市日吉台４－１６－１８
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1036 香取 病院・医院 医療法人社団見龍堂医会 神崎クリニック 289-0221 香取郡神崎町神崎本宿６７１
1037 香取 病院・医院 大木内科医院 289-2241 香取郡多古町多古２５３１
1038 香取 病院・医院 医療法人社団 平山眼科医院 289-2241 香取郡多古町多古3271-2
1039 香取 病院・医院 国保多古中央病院 289-2241 香取郡多古町多古３８８－１
1040 香取 病院・医院 佐藤歯科医院 289-2241 香取郡多古町多古６８７
1041 香取 病院・医院 岡野医院 289-0601 香取郡東庄町笹川い４７１４－４９
1042 香取 病院・医院 東庄町国民健康保険 東庄病院 289-0612 香取郡東庄町石出２６９２－１５
1043 香取 病院・医院 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
1044 香取 病院・医院 医療法人社団清英会 鈴木眼科医院 287-0003 香取市佐原イ158-2
1045 香取 病院・医院 根本医院 287-0003 香取市佐原イ１６９３
1046 香取 病院・医院 医療法人社団東方会石井内科医院 287-0003 香取市佐原イ１７００
1047 香取 病院・医院 千葉県立佐原病院 287-0003 香取市佐原イ２２８５
1048 香取 病院・医院 医療法人社団彰考会 あいざわクリニック 287-0003 香取市佐原イ２４０３－１
1049 香取 病院・医院 医療法人社団見龍堂医会 松浦医院 287-0003 香取市佐原イ２９０７－１
1050 香取 病院・医院 佐原眼科 287-0003 香取市佐原イ３４０８
1051 香取 病院・医院 医療法人社団華光会 山野病院 287-0003 香取市佐原イ３４１６
1052 香取 病院・医院 香取ホームクリニック 287-0003 香取市佐原イ４１８７－３－２Ｆ
1053 香取 病院・医院 越川医院 287-0003 香取市佐原イ７５３
1054 香取 病院・医院 こしかわ眼科 287-0003 香取市佐原イ７５６－１４
1055 香取 病院・医院 坂本医院 287-0001 香取市佐原ロ２０２８-４３
1056 香取 病院・医院 医療法人社団明芳会 イムス佐原リハビリテーション病院 287-0001 香取市佐原ロ２１２１－１
1057 香取 病院・医院 小見川診療所 289-0302 香取市三ノ分目２５５－７
1058 香取 病院・医院 医療法人社団寿光会 栗源病院 287-0107 香取市助沢８３２-１
1059 香取 病院・医院 医療法人三省会 本多病院附属外来診療所 289-0313 香取市小見川１６１
1060 香取 病院・医院 大澤歯科医院 287-0801 香取市扇島２２８１
1061 香取 病院・医院 医療法人社団誠風会 みやうちクリニック 289-0414 香取市長岡１３０４－７
1062 香取 病院・医院 医療法人社団理正仁会 香取医院 287-0011 香取市津宮１２９５－１
1063 香取 病院・医院 篠塚歯科医院 287-0011 香取市津宮８３８
1064 香取 病院・医院 香取おみがわ医療センター 289-0332 香取市南原地新田４３８番地１
1065 香取 病院・医院 医療法人社団英正会 小見川ひまわりクリニック 289-0305 香取市分郷３２-１
1066 香取 病院・医院 MED AGREE CLINICかとり 287-0017 香取市宝殿下１２１９－８
1067 香取 病院・医院 越川クリニック 287-0002 香取市北１-１０-３
1068 香取 病院・医院 医療法人社団明生会 東葉クリニック佐原 287-0002 香取市北２－１４－５
1069 香取 病院・医院 医療法人社団豊隆会 たもつ内科小児科医院 287-0002 香取市北2-14-8
1070 香取 病院・医院 那須歯科医院 287-0002 香取市北３－１１－２
1071 香取 病院・医院 宇井整形外科 287-0002 香取市北３-１-２４
1072 香取 病院・医院 日新眼科 287-0002 香取市北３－１３－１０
1073 香取 病院・医院 まきの越川診療所 287-0033 香取市牧野2070-2
1074 香取 病院・医院 医療法人三省会 本多病院 289-0312 香取市本郷722
1075 香取 病院・医院 医療法人三省会本多病院介護医療院 289-0312 香取市本郷７７２
1076 香取 病院・医院 医療法人社団十善会 いわせ歯科 289-0312 香取市本郷字川上１０００
1077 香取 病院・医院 医療法人社団君津あすなろ会 小見川あすなろクリニック 289-0314 香取市野田２８０－１
1078 海匝 病院・医院 ここからクリニック 289-2511 旭市イ１６３８－４
1079 海匝 病院・医院 サンモール皮ふ科 289-2511 旭市イ－２６７６－１２階
1080 海匝 病院・医院 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３９２５－２
1081 海匝 病院・医院 青葉クリニック 289-2511 旭市イ４６４４
1082 海匝 病院・医院 総合病院国保旭中央病院 289-2511 旭市イの１３２６
1083 海匝 病院・医院 磯村クリニック 289-2504 旭市ニ－２０－５
1084 海匝 病院・医院 医療法人社団昌健会 みんなのライフサポートクリニック旭 289-2504 旭市ニ６１１８－１
1085 海匝 病院・医院 伊藤医院 289-2521 旭市ハ５５－１０
1086 海匝 病院・医院 医療法人社団八信会 佐々木クリニック 289-2516 旭市ロ1433-1
1087 海匝 病院・医院 樹クリニック 289-2516 旭市ロ１５３５－１
1088 海匝 病院・医院 医療法人社団一善会 旭眼科医院 289-2516 旭市ロ７８１
1089 海匝 病院・医院 医療法人黒潮会 田辺病院 289-2516 旭市ロ８１８－２
1090 海匝 病院・医院 総合病院国保旭中央病院附属飯岡診療所 289-2712 旭市横根３５０１
1091 海匝 病院・医院 旭市国民健康保険直営滝郷診療所 289-2602 旭市岩井１９３－１
1092 海匝 病院・医院 医療法人社団 わたなべ眼科 289-2613 旭市後草２２５２
1093 海匝 病院・医院 医療法人社団 浜医院 289-2503 旭市江ケ崎１６５４－３５
1094 海匝 病院・医院 医療法人社団輝望会 水野クリニック 289-2714 旭市三川６５５１－１
1095 海匝 病院・医院 医療法人社団カメリア会 江畑医院 289-2612 旭市蛇園2532-3
1096 海匝 病院・医院 医療法人社団 仁慈 すずき整形外科 289-0518 旭市秋田１７４５
1097 海匝 病院・医院 夢屋診療所 289-2501 旭市新町1030
1098 海匝 病院・医院 飯倉医院 289-2501 旭市新町333
1099 海匝 病院・医院 医療法人京友会 京友会病院 289-2525 旭市仁玉２０９９
1100 海匝 病院・医院 塚本クリニック 289-2713 旭市萩園１９０２－３
1101 海匝 病院・医院 重症心身障害児施設聖母療育園 289-2513 旭市野中３８３１
1102 海匝 病院・医院 海上寮療養所 289-2513 旭市野中４０１７
1103 海匝 病院・医院 穴沢医院 289-0505 旭市萬歳１８６０－３
1104 海匝 病院・医院 かわて医院 289-2134 匝瑳市横須賀２８１５－２
1105 海匝 病院・医院 かしわくま内科クリニック 289-2135 匝瑳市高野１６０－８
1106 海匝 病院・医院 はしば医院 289-3182 匝瑳市今泉４８５
1107 海匝 病院・医院 守医院 289-2102 匝瑳市椿１２６８
1108 海匝 病院・医院 城之内医院 289-2121 匝瑳市東小笹８６
1109 海匝 病院・医院 国保匝瑳市民病院 289-2144 匝瑳市八日市場イ１３０４
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1110 海匝 病院・医院 医療法人社団建和会 平野歯科医院 289-2144 匝瑳市八日市場イ１９７８
1111 海匝 病院・医院 医療法人社団恕修会福島医院 289-2144 匝瑳市八日市場イ２０２－１
1112 海匝 病院・医院 医療法人社団三成会 佐藤クリニック 289-2144 匝瑳市八日市場イ－２７３５－４
1113 海匝 病院・医院 小川内科 289-2144 匝瑳市八日市場イ２７８３
1114 海匝 病院・医院 椎名医院 289-2144 匝瑳市八日市場イ２９４３
1115 海匝 病院・医院 医療法人社団 眼科さとう医院 289-2144 匝瑳市八日市場イ412-14
1116 海匝 病院・医院 檜垣内科循環器科医院 289-2144 匝瑳市八日市場イ５６－３
1117 海匝 病院・医院 アサヒ眼科クリニック 289-2144 匝瑳市八日市場イ６１－６
1118 海匝 病院・医院 医療法人社団明生会 東葉クリニック八日市場 289-2144 匝瑳市八日市場イ稲荷沼１６－１
1119 海匝 病院・医院 医療法人社団泰伯会 伊藤医院 289-2146 匝瑳市八日市場ホ３２３９
1120 海匝 病院・医院 川村眼科医院 289-2146 匝瑳市八日市場ホの3272
1121 海匝 病院・医院 九十九里ホーム病院 289-2147 匝瑳市飯倉２１
1122 海匝 病院・医院 片倉外科医院 288-0074 銚子市橋本町２２５２
1123 海匝 病院・医院 さいとう眼科クリニック 288-0003 銚子市黒生町７１３１－１
1124 海匝 病院・医院 関谷医院 288-0045 銚子市三軒町１６-１
1125 海匝 病院・医院 医療法人財団みさき会 たむら記念病院 288-0815 銚子市三崎町２－２６０９－１
1126 海匝 病院・医院 浅利クリニック 288-0814 銚子市春日町１２４６－３
1127 海匝 病院・医院 医療法人社団厚仁会 内田病院 288-0044 銚子市西芝町４－４
1128 海匝 病院・医院 銚子市立病院 288-0031 銚子市前宿町５９７
1129 海匝 病院・医院 医療法人法人芳仁会 海村医院本院 288-0048 銚子市双葉町３－１９
1130 海匝 病院・医院 医療法人芳仁会 海村医院分院 288-0048 銚子市双葉町６－３
1131 海匝 病院・医院 なゆきクリニック 288-0837 銚子市長塚町３-２５１
1132 海匝 病院・医院 アポロ歯科クリニック 288-0801 銚子市唐子町３４－１１
1133 海匝 病院・医院 医療法人社団徳清会 三枝整形外科医院 288-0801 銚子市唐子町３４－１２
1134 海匝 病院・医院 医療法人社団洋光会 協和医院 288-0801 銚子市唐子町８－３３
1135 海匝 病院・医院 兒玉病院 288-0043 銚子市東芝町６－１５
1136 海匝 病院・医院 医療法人積仁会 島田総合病院 288-0053 銚子市東町５－３
1137 海匝 病院・医院 医療法人社団双葉会 宮内医院 288-0054 銚子市馬場町７－１６
1138 海匝 病院・医院 児玉メディカルクリニック 288-0874 銚子市豊里台１－１０４４－２１
1139 海匝 病院・医院 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
1140 海匝 病院・医院 須藤医院 288-0066 銚子市和田町１４４２
1141 山武 病院・医院 山崎医院 289-1732 山武郡横芝光町横芝２１３７
1142 山武 病院・医院 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
1143 山武 病院・医院 さくらクリニック 289-1727 山武郡横芝光町宮川１１９４９－１
1144 山武 病院・医院 東陽病院 289-1727 山武郡横芝光町宮川１２１００
1145 山武 病院・医院 とし整形外科クリニック 289-1734 山武郡横芝光町北清水１７３－４
1146 山武 病院・医院 高橋医院 283-0114 山武郡九十九里町真亀４３３０－１
1147 山武 病院・医院 片貝デンタルクリニック 283-0104 山武郡九十九里町片貝２３８０
1148 山武 病院・医院 医療法人社団慈優会 九十九里病院 283-0104 山武郡九十九里町片貝２７００
1149 山武 病院・医院 医療法人社団慈優会 九十九里診療所 283-0104 山武郡九十九里町片貝２７０５－７
1150 山武 病院・医院 古川クリニック 283-0104 山武郡九十九里町片貝３６８９
1151 山武 病院・医院 医療法人社団徳風会 髙根病院 289-1608 山武郡芝山町岩山2308
1152 山武 病院・医院 原田医院 289-1624 山武郡芝山町小池２４７３
1153 山武 病院・医院 ほりずみ歯科医院 289-1312 山武市柴原１４３－５
1154 山武 病院・医院 岩崎医院 289-1513 山武市松尾町猿尾３１１
1155 山武 病院・医院 花城医院 289-1527 山武市松尾町大堤１３６－３
1156 山武 病院・医院 医療法人社団つくし会 松尾クリニック 289-1527 山武市松尾町大堤４１－１
1157 山武 病院・医院 鈴木医院 289-1223 山武市埴谷１２３３
1158 山武 病院・医院 睦岡クリニック 289-1223 山武市埴谷５４０－１
1159 山武 病院・医院 地方独立行政法人 さんむ医療センター 289-1326 山武市成東１６７
1160 山武 病院・医院 よしみ医院 289-1326 山武市成東２４０６
1161 山武 病院・医院 医療法人社団 勝新会 さんむ眼科クリニック 289-1326 山武市成東７４４－１
1162 山武 病院・医院 成東耳鼻咽喉科 289-1326 山武市成東７４４－１
1163 山武 病院・医院 伊藤医院 289-1345 山武市津辺２３８
1164 山武 病院・医院 医療法人社団 日向台クリニック 289-1205 山武市椎崎１３５４－２
1165 山武 病院・医院 医療法人社団盛徳会 日向歯科医院 289-1205 山武市椎崎３１１－３
1166 山武 病院・医院 医療法人社団鎮誠会 姫島クリニック 289-1327 山武市姫島２６８－１
1167 山武 病院・医院 医療法人社団輝翔会 高橋医院 289-1323 山武市富口５３８
1168 山武 病院・医院 吉田クリニック 289-1321 山武市富田ト７７２
1169 山武 病院・医院 医療法人社団潤友会 宇井医院 289-1801 山武市蓮沼イ２２４３－３
1170 山武 病院・医院 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２０８６
1171 山武 病院・医院 医療法人社団 橋本医院 299-3234 大網白里市みずほ台１－２９－１３
1172 山武 病院・医院 医療法人勇優雅会 きららのくにみどりが丘クリニック 299-3255 大網白里市みどりが丘３－１０－６
1173 山武 病院・医院 ふるがき糖尿病循環器クリニック 299-3255 大網白里市みどりが丘３－１－２
1174 山武 病院・医院 医療法人社団仁誠会 うじはらクリニック 299-3236 大網白里市みやこ野１－２－１ サエグサビル２０１
1175 山武 病院・医院 医療法人社団粲登記念会 錦織メディカルクリニック 299-3236 大網白里市みやこ野１－４－５
1176 山武 病院・医院 おおあみ眼科 299-3236 大網白里市みやこ野２－１－４
1177 山武 病院・医院 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
1178 山武 病院・医院 医療法人社団鎮誠会 季美の森リハビリテーション病院 299-3241 大網白里市季美の森南１－３０－１
1179 山武 病院・医院 医療法人社団鎮誠会 季美の森整形外科 299-3241 大網白里市季美の森南1-30-5
1180 山武 病院・医院 医療法人社団ひかり歯科クリニック 289-1727 大網白里市季美の森南２－４８－３３
1181 山武 病院・医院 おおあみ泌尿器科 299-3235 大網白里市駒込１４８２サンモールカクガワ１階
1182 山武 病院・医院 医療法人社団昌健会 みんなのライフサポートクリニック大網 299-3235 大網白里市駒込７８０－１
1183 山武 病院・医院 医療法人社団将恵会 鈴木クリニック 299-3203 大網白里市四天木乙２８２７－２１



令和２年１１月現在 指定医療機関一覧（病院・診療所）
1184 山武 病院・医院 大網小児科クリニック 299-3251 大網白里市大網１０４
1185 山武 病院・医院 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
1186 山武 病院・医院 医療法人社団 増穂会佐久間医院 299-3223 大網白里市南横川２５４２
1187 山武 病院・医院 斉藤歯科クリニック 299-3202 大網白里市南今泉３２７－１
1188 山武 病院・医院 医療法人社団恵晃会しらさと整形外科 299-3202 大網白里市南今泉７５－１
1189 山武 病院・医院 大網白里市立国保大網病院 299-3221 大網白里市富田８８４－１
1190 山武 病院・医院 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
1191 山武 病院・医院 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
1192 山武 病院・医院 医療法人静和会 浅井病院 283-8650 東金市家徳３８－１
1193 山武 病院・医院 地方独立行政法人 東金九十九里地域医療センター東千葉メディカルセンター 283-8686 東金市丘山台３－６－２
1194 山武 病院・医院 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
1195 山武 病院・医院 ファミリークリニック東金 283-0811 東金市台方１０９２－３ ３階
1196 山武 病院・医院 斉藤クリニック 283-0811 東金市台方２０５８－２
1197 山武 病院・医院 りゅうクリニック 283-0005 東金市田間１２８５－２
1198 山武 病院・医院 ふるがき糖尿病内科医院 283-0005 東金市田間2-22-7
1199 山武 病院・医院 東金たまクリニック 283-0005 東金市田間3-34-3
1200 山武 病院・医院 おぐらクリニック 283-0005 東金市田間字倉の内５７１
1201 山武 病院・医院 さかきばら眼科 283-0068 東金市東岩崎１３－１８
1202 山武 病院・医院 東金整形外科 283-0068 東金市東岩崎２－２６－１４
1203 山武 病院・医院 医療法人社団鳳会 大原耳鼻いんこう科 283-0068 東金市東岩崎２４－１０
1204 山武 病院・医院 東金中央クリニック 283-0068 東金市東岩崎２４－７
1205 山武 病院・医院 柿栖眼科医院 283-0068 東金市東岩崎５－４
1206 山武 病院・医院 平山クリニック 283-0802 東金市東金９３１
1207 山武 病院・医院 医療法人社団浩陽会 西田医院 283-0006 東金市東新宿１３－７
1208 山武 病院・医院 やひろ歯科医院 283-0006 東金市東新宿１８－１酒造ビル１０３
1209 山武 病院・医院 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
1210 山武 病院・医院 田波整形外科 283-0066 東金市南上宿４１－１７
1211 山武 病院・医院 医療法人社団爽章会 城西クリニック 283-0066 東金市南上宿４－９
1212 山武 病院・医院 東金皮フ科 283-0066 東金市南上宿５－３４－４東総ビル１Ｆ
1213 山武 病院・医院 天野内科クリニック 283-0066 東金市南上宿５－３４－４東総ビル２Ｆ
1214 山武 病院・医院 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
1215 山武 病院・医院 医療法人社団北辰堂 佐藤医院 283-0031 東金市薄島162-3
1216 山武 病院・医院 とよだ整形外科医院 283-0063 東金市堀上１３３９
1217 山武 病院・医院 医療法人社団二洋会 岡崎医院 283-0804 東金市油井５５－１
1218 長生 病院・医院 Ｋ・Ｉクリニック 299-4301 長生郡一宮町一宮１０８８４－１
1219 長生 病院・医院 医療法人社団桐佑会 藤島クリニック 299-4301 長生郡一宮町一宮２４４６ー１
1220 長生 病院・医院 よねもと整形外科 299-4301 長生郡一宮町一宮２５３５
1221 長生 病院・医院 医療法人社団豊栄会 長島医院 299-4301 長生郡一宮町一宮２５５１－６
1222 長生 病院・医院 岡田眼科医院 299-4301 長生郡一宮町一宮３１１７
1223 長生 病院・医院 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
1224 長生 病院・医院 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
1225 長生 病院・医院 医療法人社団高輪会 センター歯科医院 299-4332 長生郡長生村金田2133
1226 長生 病院・医院 長生八積医院 299-4332 長生郡長生村金田２５８３
1227 長生 病院・医院 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
1228 長生 病院・医院 長南中央医院 297-0121 長生郡長南町長南２２４８-１
1229 長生 病院・医院 医療法人SHIODA 塩田記念病院 297-0203 長生郡長柄町国府里５５０-１
1230 長生 病院・医院 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
1231 長生 病院・医院 安藤医院 299-4212 長生郡白子町古所３２７９-１
1232 長生 病院・医院 大多和医院 299-4205 長生郡白子町南日当８５１
1233 長生 病院・医院 睦沢診療所 299-4403 長生郡睦沢町上市場１５０４
1234 長生 病院・医院 医療法人社団東光会 茂原中央病院 297-0035 茂原市下永吉７９６
1235 長生 病院・医院 医療法人社団優仁会 ポプラクリニック 297-0029 茂原市高師１０１７
1236 長生 病院・医院 粒良医院 297-0029 茂原市高師１９９－５
1237 長生 病院・医院 医療法人社団剛裕会 須田外科・歯科医院（医科） 297-0029 茂原市高師２２０８－３
1238 長生 病院・医院 医療法人社団剛裕会 須田外科・歯科医院（歯科） 297-0029 茂原市高師２２０８－３
1239 長生 病院・医院 医療法人社団 三愛会 君塚病院 297-0029 茂原市高師２-８
1240 長生 病院・医院 社会医療法人社団 正朋会 宍倉病院 297-0029 茂原市高師６８７
1241 長生 病院・医院 医療法人社団大征会 今井眼科医院 297-0029 茂原市高師810
1242 長生 病院・医院 医療法人社団優仁会 鈴木神経科病院 297-0029 茂原市高師８２
1243 長生 病院・医院 伊藤医院 297-0029 茂原市高師８８４
1244 長生 病院・医院 医療法人社団二和会 わだ内科クリニック 297-0078 茂原市高師台２－６－１７
1245 長生 病院・医院 医療法人社団貴志会 菅原病院 297-0021 茂原市高師町２－２－１
1246 長生 病院・医院 矢原耳鼻咽喉科医院 297-0021 茂原市高師町２－７－２
1247 長生 病院・医院 永吉の眼科 297-0036 茂原市上永吉７３２
1248 長生 病院・医院 医療法人社団惠洋会 上茂原診療所 297-0052 茂原市上茂原３８８－１２
1249 長生 病院・医院 医療法人社団明耕会 もばら皮膚科 297-0023 茂原市千代田町１－９－１
1250 長生 病院・医院 牧野医院 297-0023 茂原市千代田町２-１-１
1251 長生 病院・医院 医療法人社団清羚会 大木医院 297-0037 茂原市早野４６３－３
1252 長生 病院・医院 前田記念腎研究所 茂原クリニック 297-0033 茂原市大芝１１４－１
1253 長生 病院・医院 きたじまクリニック 297-0033 茂原市大芝３－６－５
1254 長生 病院・医院 むなかたクリニック 297-0033 茂原市大芝５９９－１
1255 長生 病院・医院 金坂医院 297-0057 茂原市中善寺４６８
1256 長生 病院・医院 医療法人社団澄心会 茂原神経科病院 297-0022 茂原市町保３４
1257 長生 病院・医院 医療法人社団上総会 山之内病院 297-0022 茂原市町保三番地
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1258 長生 病院・医院 渡辺医院 297-0073 茂原市長尾２５９２
1259 長生 病院・医院 清水三郎医院 297-0017 茂原市東郷１６９１
1260 長生 病院・医院 富士見クリニック 297-0017 茂原市東郷２０００
1261 長生 病院・医院 東部台医院 297-0015 茂原市東部台３-２１-６
1262 長生 病院・医院 大塚内科 297-0024 茂原市八千代３－３－３
1263 長生 病院・医院 医療法人社団祥仁会 茂原デンタルクリニック 299-4113 茂原市法目1280-1
1264 長生 病院・医院 吉田医院 299-4113 茂原市法目７８４
1265 長生 病院・医院 医療法人社団橘会 鵜澤医院 299-4114 茂原市本納１９０９
1266 長生 病院・医院 公立長生病院 299-4114 茂原市本納２７７７
1267 長生 病院・医院 鈴木医院 297-0026 茂原市茂原１４３
1268 長生 病院・医院 医療法人社団前田会 前田内科・眼科 297-0016 茂原市木崎３２１－５
1269 長生 病院・医院 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
1270 長生 病院・医院 医療法人社団天榮会 茂原機能クリニック 297-0012 茂原市六ツ野１８３４－１
1271 長生 病院・医院 医療法人社団倖乃喜会 國松眼科 297-0012 茂原市六ツ野2596-2
1272 夷隅 病院・医院 いすみ医療センター 298-0123 いすみ市苅谷１１７７
1273 夷隅 病院・医院 医療法人社団 斎藤医院 298-0012 いすみ市小沢２５３２
1274 夷隅 病院・医院 大原眼科クリニック 298-0003 いすみ市深堀１６０４-７
1275 夷隅 病院・医院 前田記念大原クリニック 298-0004 いすみ市大原１９３７-２
1276 夷隅 病院・医院 大原医院 298-0004 いすみ市大原８７７３
1277 夷隅 病院・医院 医療法人土屋外科内科医院 2980006 いすみ市大原最上台１４－５
1278 夷隅 病院・医院 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
1279 夷隅 病院・医院 医療法人社団千鍛会ひあり内科医院 298-0002 いすみ市日在１９４７-１０
1280 夷隅 病院・医院 岬病院 299-4504 いすみ市岬町桑田２５３１
1281 夷隅 病院・医院 はんだ歯科医院 299-4612 いすみ市岬町江場土４３１１
1282 夷隅 病院・医院 医療法人社団 もりかわ医院 299-4616 いすみ市岬町長者１７７
1283 夷隅 病院・医院 山本医院 299-4621 いすみ市岬町東中滝７１９-３
1284 夷隅 病院・医院 医療法人社団嗣業の会 外房こどもクリニック 299-4503 いすみ市岬町和泉１８８０－４
1285 夷隅 病院・医院 千代田健康開発事業団付属診療所 299-5112 夷隅郡御宿町御宿台１３２
1286 夷隅 病院・医院 御宿田口整形外科クリニック 299-5103 夷隅郡御宿町新町２９３-１
1287 夷隅 病院・医院 医療法人社団輝真会青葉クリニック 299-5106 夷隅郡御宿町須賀４７５－１
1288 夷隅 病院・医院 医療法人白百合会 大多喜病院 298-0223 夷隅郡大多喜町上原７８６
1289 夷隅 病院・医院 医療法人川崎病院 298-0207 夷隅郡大多喜町泉水６７４
1290 夷隅 病院・医院 医療法人餘慶会 小高外科内科 298-0216 夷隅郡大多喜町大多喜６２
1291 夷隅 病院・医院 川上医院 299-5245 勝浦市興津１４７
1292 夷隅 病院・医院 医療法人SHIODA 塩田病院 299-5235 勝浦市出水１２２１
1293 夷隅 病院・医院 医療法人社団南州会 勝浦整形外科クリニック 299-5225 勝浦市墨名４８５－２５２
1294 夷隅 病院・医院 越後貫医院 299-5225 勝浦市墨名６７２
1295 夷隅 病院・医院 勝浦眼科医院 299-5225 勝浦市墨名８１５
1296 安房 病院・医院 医療法人橘会 勝山クリニック 299-2117 安房郡鋸南町勝山３１９
1297 安房 病院・医院 医療法人厚生会 武内クリニック 299-2117 安房郡鋸南町勝山３６０
1298 安房 病院・医院 鋸南やまだ内科 299-1902 安房郡鋸南町保田２８－１
1299 安房 病院・医院 鋸南町国民健康保険鋸南病院 299-1902 安房郡鋸南町保田３５９
1300 安房 病院・医院 森永歯科医院 299-2118 安房郡鋸南町竜島８４９－１
1301 安房 病院・医院 医療法人社団房悠会 石川外科内科クリニック 296-0001 鴨川市横渚1056-3
1302 安房 病院・医院 川邉整形外科クリニック 296-0001 鴨川市横渚２６７－１
1303 安房 病院・医院 三橋医院 296-0001 鴨川市横渚４３７
1304 安房 病院・医院 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
1305 安房 病院・医院 医療法人 三紫会 小田病院 296-0001 鴨川市横渚８８０
1306 安房 病院・医院 鴨川市立国保病院 296-0112 鴨川市宮山２３３
1307 安房 病院・医院 医療法人明星会 東条病院 296-0044 鴨川市広場１６１５
1308 安房 病院・医院 真木クリニック 299-2841 鴨川市西江見１３１
1309 安房 病院・医院 嶺岡クリニック 299-2862 鴨川市太海６３０－１ ナーシングヴィラハートフル鴨川内

1310 安房 病院・医院 エビハラ病院 299-2862 鴨川市太海６３０－１０
1311 安房 病院・医院 亀田クリニック 296-0041 鴨川市東町１３４４
1312 安房 病院・医院 医療法人鉄蕉会 亀田総合病院 296-8602 鴨川市東町９２９
1313 安房 病院・医院 医療法人鉄蕉会 亀田リハビリテーション病院 296-0041 鴨川市東町９７５－２
1314 安房 病院・医院 医療法人社団志高会 たてやま整形外科クリニック 294-0043 館山市安布里229
1315 安房 病院・医院 九重鈴木医院 294-0006 館山市薗１６８－１
1316 安房 病院・医院 医療法人社団渉仁会 佐々木歯科・口腔顎顔面ケアクリニック 294-0048 館山市下真倉６２６－１
1317 安房 病院・医院 医療法人社団正仁会 鈴木内科クリニック 294-0036 館山市館山８０９－２
1318 安房 病院・医院 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
1319 安房 病院・医院 赤門整形外科内科 294-0034 館山市沼１６１９
1320 安房 病院・医院 あいクリニック 294-0038 館山市上真倉３４４－１
1321 安房 病院・医院 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
1322 安房 病院・医院 医療法人社団豊翔会 天野クリニック 294-0051 館山市正木７９５－１
1323 安房 病院・医院 医療法人社団さざなみ会 つじ泌尿器科クリニック 294-0051 館山市正木７９５－１
1324 安房 病院・医院 医療法人社団晴心会 平野眼科 294-0056 館山市船形４４３
1325 安房 病院・医院 医療法人社団寿会 小林病院 294-0056 館山市船形９０９
1326 安房 病院・医院 医療法人沖縄徳洲会 館山病院 294-0037 館山市長須賀１９６
1327 安房 病院・医院 医療法人社団 紫陽会 原クリニック 294-0037 館山市長須賀５１５
1328 安房 病院・医院 鏡ヶ浦デンタルオフィス 294-0047 館山市八幡545-1イオンタウン館山
1329 安房 病院・医院 医療法人博正会 北条病院 294-0045 館山市北条１０８９
1330 安房 病院・医院 ぞうさん耳鼻咽喉科クリニック 294-0045 館山市北条１３５５－４０
1331 安房 病院・医院 たてやま友愛クリニック 294-0045 館山市北条１３５５－４０
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1332 安房 病院・医院 耳鼻咽喉科白幡医院 294-0045 館山市北条１７０８-５
1333 安房 病院・医院 貴家医院 294-0045 館山市北条1778
1334 安房 病院・医院 太田整形外科医院 294-0045 館山市北条１８６６
1335 安房 病院・医院 野原皮膚科内科医院 294-0045 館山市北条1888
1336 安房 病院・医院 館山メンタルクリニック 294-0045 館山市北条２１８１－３平嶋ビル１Ｆ
1337 安房 病院・医院 医療法人 伊賀整形外科クリニック 294-0045 館山市北条2198-3
1338 安房 病院・医院 青木医院 294-0045 館山市北条２２９０－１０２
1339 安房 病院・医院 医療法人社団 佐伯医院 294-0045 館山市北条２３０８－７
1340 安房 病院・医院 たてやま循環器内科外科 294-0045 館山市北条２４１６－３０
1341 安房 病院・医院 佐々木皮膚科 294-0045 館山市北条２５７８
1342 安房 病院・医院 和田眼科医院 294-0045 館山市北条２５７８－２７
1343 安房 病院・医院 小嶋医院 295-0004 南房総市千倉町瀬戸2350
1344 安房 病院・医院 山本医院 295-0004 南房総市千倉町瀬戸２５４９
1345 安房 病院・医院 医療法人社団桂 七浦診療所 295-0026 南房総市千倉町大川６３８
1346 安房 病院・医院 鈴木医院 295-0003 南房総市千倉町白子１８１２
1347 安房 病院・医院 花の谷クリニック 295-0003 南房総市千倉町白子２４４６
1348 安房 病院・医院 松永医院 295-0021 南房総市千倉町平舘７６４－１
1349 安房 病院・医院 野﨑医院 295-0011 南房総市千倉町北朝夷２３１９－１
1350 安房 病院・医院 石井クリニック 299-2521 南房総市白子２１３１
1351 安房 病院・医院 医療法人社団美和会 和穎医院 295-0102 南房総市白浜町白浜２６６６－３
1352 安房 病院・医院 白浜中央医院 295-0102 南房総市白浜町白浜２８８７－１
1353 安房 病院・医院 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
1354 安房 病院・医院 医療法人社団水明会 原診療所 299-2403 南房総市富浦町原岡２２８－１
1355 安房 病院・医院 出口歯科医院 299-2402 南房総市富浦町豊岡836
1356 安房 病院・医院 南房総市立富山国保病院 299-2204 南房総市平久里中１４１０－１
1357 安房 病院・医院 医療法人光洋会 南房総ファミリアクリニック 294-0822 南房総市本織４３－１
1358 安房 病院・医院 医療法人光洋会 三芳病院 294-0822 南房総市本織４７
1359 安房 病院・医院 医療法人社団恵和会 間宮医院 299-2703 南房総市和田町仁我浦１２３
1360 安房 病院・医院 中医療法人美篶会 中原病院 299-2703 南房総市和田町仁我浦１９－１
1361 君津 病院・医院 まえだクリニック 292-0432 君津市浦田２－１
1362 君津 病院・医院 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
1363 君津 病院・医院 医療法人社団君津あすなろ会あすなろクリニック 299-1152 君津市久保１－２－２あすなろビル
1364 君津 病院・医院 医療法人社団弘雄会 榎本整形外科医院 299-1152 君津市久保４－２－２３
1365 君津 病院・医院 茂田医院 299-1152 君津市久保4-7-16
1366 君津 病院・医院 茂田眼科クリニック 299-1152 君津市久保４－８－２４
1367 君津 病院・医院 医療法人社団芙蓉会 千葉芙蓉病院 292-0503 君津市広岡２９７－１
1368 君津 病院・医院 医療法人新都市医療研究会「君津」会 玄々堂じんクリニック 299-1142 君津市坂田１５９９
1369 君津 病院・医院 医療法人社団周晴会 鈴木病院 299-1107 君津市上２３８
1370 君津 病院・医院 医療法人社団曽川会 そがわ医院 293-0006 君津市常代５－３－１５
1371 君津 病院・医院 こばやし整形外科 299-1145 君津市西坂田４－６－１
1372 君津 病院・医院 茂田大和田クリニック 299-1146 君津市大和田５－１－２
1373 君津 病院・医院 医療法人社団 郁栄会 君津ピースデンタルクリニック 299-1151 君津市中野５－１７－１イオンタウン君津C棟
1374 君津 病院・医院 医療法人社団蓬菜会 水島外科内科クリニック 299-1144 君津市東坂田１－５－１０
1375 君津 病院・医院 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
1376 君津 病院・医院 榎本医院 292-0531 君津市藤林２２６－１
1377 君津 病院・医院 医療法人社団松風会 松葉皮膚科 299-1154 君津市南久保１－１－１
1378 君津 病院・医院 南子安眼科 299-1162 君津市南子安２－８－３０
1379 君津 病院・医院 医療法人社団伍光会 君津在宅診療所 299-1162 君津市南子安４－１６－５
1380 君津 病院・医院 医療法人社団健恵生会 酒井医院 299-1162 君津市南子安９－１８－８
1381 君津 病院・医院 石渡眼科医院 299-1164 君津市北久保２－２－５
1382 君津 病院・医院 君津市国保小櫃診療所 292-0451 君津市末吉１０４６
1383 君津 病院・医院 医療法人社団今城会 君津クリニック 299-1163 君津市杢師１－１－１
1384 君津 病院・医院 髙橋医院 299-0236 袖ケ浦市横田２６２４
1385 君津 病院・医院 長浦泌尿器科クリニック 299-0242 袖ケ浦市久保田２８６３－１
1386 君津 病院・医院 医療法人社団弘淳会 田中医院 299-0257 袖ケ浦市神納２－１０－７
1387 君津 病院・医院 医療法人社団盛陵会 かんのう歯科クリニック 299-0257 袖ケ浦市神納２－１４－１８
1388 君津 病院・医院 かんのう整形外科 299-0257 袖ケ浦市神納６８９－１
1389 君津 病院・医院 医療法人社団 航星会 わたなべ皮フ科形成外科クリニック 299-0257 袖ケ浦市神納７０７－１
1390 君津 病院・医院 犬丸内科皮膚科クリニック 299-0245 袖ケ浦市蔵波台２－２８－５
1391 君津 病院・医院 蔵波台ハートクリニック 299-0245 袖ケ浦市蔵波台５－１７－２
1392 君津 病院・医院 医療法人社団蔵和会 田部整形外科 299-0245 袖ケ浦市蔵波台５－１９－７
1393 君津 病院・医院 医療法人社団がうら会 こいで胃腸科内科 299-0245 袖ケ浦市蔵波台６－１－５
1394 君津 病院・医院 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
1395 君津 病院・医院 医療法人社団明光会 けやき台眼科 299-0241 袖ケ浦市代宿９１
1396 君津 病院・医院 社会医療法人社団さつき会 さつきクリニック 299-0246 袖ケ浦市長浦駅前１－７
1397 君津 病院・医院 医療法人社団慧和会 長浦眼科クリニック 299-0246 袖ケ浦市長浦駅前２－１－１
1398 君津 病院・医院 社会医療法人社団さつき会 袖ヶ浦さつき台病院 299-0246 袖ケ浦市長浦駅前５－２１
1399 君津 病院・医院 袖ヶ浦どんぐりクリニック 299-0263 袖ケ浦市奈良輪１３８８－１７
1400 君津 病院・医院 ヤマダ眼科クリニック 299-0263 袖ケ浦市奈良輪１－４－２
1401 君津 病院・医院 医療法人社団美孝会 袖ケ浦医院 299-0263 袖ケ浦市奈良輪１－８－８
1402 君津 病院・医院 医療法人社団総星会 袖ケ浦クリニック 299-0263 袖ケ浦市奈良輪２－２－４
1403 君津 病院・医院 医療法人社団 恒久会 山口医院 299-0263 袖ケ浦市奈良輪５３５－１
1404 君津 病院・医院 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
1405 君津 病院・医院 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
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1406 君津 病院・医院 医療法人新都市医療研究会「君津」会 玄々堂佐貫クリニック 293-0057 富津市亀田４４５－３
1407 君津 病院・医院 堀医院 293-0042 富津市小久保２８５９－３
1408 君津 病院・医院 医療法人社団三友会 三枝病院 293-0012 富津市青木１６４１
1409 君津 病院・医院 医療法人社団メディアケア整形外科・リハビリ科 加藤大介クリニック 293-0036 富津市千種新田１１－１４
1410 君津 病院・医院 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
1411 君津 病院・医院 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
1412 君津 病院・医院 医療法人社団栄陽会 東病院 293-0001 富津市大堀２１１４
1413 君津 病院・医院 医療法人社団三東会 竹内医院 293-0001 富津市大堀２－１４－１５
1414 君津 病院・医院 たなかハートクリニック 293-0001 富津市大堀４－１－２４
1415 君津 病院・医院 かない眼科クリニック 293-0001 富津市大堀542-2
1416 君津 病院・医院 医療法人社団博章会 金井医院 293-0001 富津市大堀５４３
1417 君津 病院・医院 医療法人社団俊真会 鈴木内科クリニック 299-1611 富津市長崎３３１－３
1418 君津 病院・医院 医療法人社団大健会 天羽診療所 299-1617 富津市売津１３９－１
1419 君津 病院・医院 原田内科小児科医院 299-1607 富津市湊４９７-５
1420 君津 病院・医院 桜井医院 292-0038 木更津市ほたる野１－２８－３
1421 君津 病院・医院 医療法人社団 伍光会 上総在宅診療所 292-0038 木更津市ほたる野１－７－３
1422 君津 病院・医院 ほたるの眼科 292-0038 木更津市ほたる野２－５０－１
1423 君津 病院・医院 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
1424 君津 病院・医院 医療法人社団史祥会 房総メディカルクリニック 292-0038 木更津市ほたる野３－２４－１９
1425 君津 病院・医院 医療法人社団史祥会 房総メディカルクリニック 292-0038 木更津市ほたる野３－２４－１９
1426 君津 病院・医院 医療法人社団俊和会 中西整形外科 292-0038 木更津市ほたる野３－２４－８
1427 君津 病院・医院 医療法人社団ほたるの博優会 ほたるのセントラル内科 292-0038 木更津市ほたる野３－３０－３
1428 君津 病院・医院 医療法人社団 河木クリニック 292-0819 木更津市羽鳥野７－１８－１
1429 君津 病院・医院 医療法人社団緑の会 嶋田医院 292-0053 木更津市永井作1-10-12
1430 君津 病院・医院 内房整形外科クリニック 292-0816 木更津市下烏田８５８
1431 君津 病院・医院 医療法人社団健洋会 貝渕クリニック 292-0833 木更津市貝渕４－１０－４
1432 君津 病院・医院 医療法人社団種志会 武井整形外科 292-0061 木更津市岩根１-１-５
1433 君津 病院・医院 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
1434 君津 病院・医院 こざわクリニック 292-0009 木更津市金田東６－２－１－２０７
1435 君津 病院・医院 金田クリニック重城 292-0009 木更津市金田東６－４３－１
1436 君津 病院・医院 医療法人社団史祥会 房総メディカル第２クリニック 292-0065 木更津市吾妻２４３－１
1437 君津 病院・医院 医療法人社団渋善会 きさらづ循環器内科・外科 292-0803 木更津市幸町3-1-12
1438 君津 病院・医院 港南台どんぐりクリニック 292-0827 木更津市港南台３－４－１
1439 君津 病院・医院 医療法人社団 やまぐち内科クリニック 292-0014 木更津市高柳１－５－２８
1440 君津 病院・医院 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
1441 君津 病院・医院 君津中央病院企業団国保直営総合病院 君津中央病院 292-0822 木更津市桜井１０１０
1442 君津 病院・医院 医療法人社団東飯会 木更津中央眼科 292-0823 木更津市桜井新町３－１－１７
1443 君津 病院・医院 医療法人社団養真会 上総記念病院 292-0832 木更津市新田１－１１－２５
1444 君津 病院・医院 中村医院 292-0201 木更津市真理谷２５０
1445 君津 病院・医院 医療法人社団邦栄会 木更津東邦病院 292-0036 木更津市菅生７２５－１
1446 君津 病院・医院 医療法人社団志成会 ロイヤルクリニック 292-0045 木更津市清見台３－６－５
1447 君津 病院・医院 医療法人社団緑元会 かずさ整形外科 292-0042 木更津市清見台南１－４－９
1448 君津 病院・医院 神田整形外科クリニック 292-0042 木更津市清見台南１－９－２１
1449 君津 病院・医院 医療法人社団松清医院 292-0042 木更津市清見台南１－９－６
1450 君津 病院・医院 天野医院 292-0051 木更津市清川２－２１－１
1451 君津 病院・医院 医療法人 知真会 木更津内科クリニック 292-0801 木更津市請西１－１８－２２
1452 君津 病院・医院 わたべクリニック 292-0806 木更津市請西東４－６－１２
1453 君津 病院・医院 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
1454 君津 病院・医院 かみくぼ耳鼻咽喉科 292-0807 木更津市請西南５－２５－１１
1455 君津 病院・医院 太田山クリニック 292-0044 木更津市太田３－２－２
1456 君津 病院・医院 医療法人社団健洋会 森田医院 292-0815 木更津市大久保１－８－７
1457 君津 病院・医院 医療法人社団望星会 木更津クリニック 292-0805 木更津市大和１－４－１８
1458 君津 病院・医院 きっかわクリニック 292-0805 木更津市大和１－６－１７
1459 君津 病院・医院 医療法人社団 平野内科 292-0805 木更津市大和２－１０－５
1460 君津 病院・医院 医療法人社団英信会 きさらづ皮膚科クリニック 292-0805 木更津市大和2-21-16
1461 君津 病院・医院 医療法人社団 山田医院 292-0805 木更津市大和２-２２-１
1462 君津 病院・医院 医療法人社団蒔北会 まきた眼科 木更津院 292-0835 木更津市築地１－４イオンモール木更津２階
1463 君津 病院・医院 浪久医院 292-0067 木更津市中央１－６－１
1464 君津 病院・医院 医療法人社団恒久会 さざなみクリニック 292-0008 木更津市中島２３６６－１
1465 君津 病院・医院 瀬戸歯科医院 292-0055 木更津市朝日2-1-30
1466 君津 病院・医院 医療法人社団 大日方医院 292-0055 木更津市朝日３－２－３５
1467 君津 病院・医院 大和クリニック 292-0055 木更津市朝日３－６－１１
1468 君津 病院・医院 医療法人社団新友会 新木更津クリニック 292-0055 木更津市朝日３－６－８
1469 君津 病院・医院 医療法人社団潮新会 潮見整形外科内科 292-0834 木更津市潮見３－１１－１４桃井４ビル１階
1470 君津 病院・医院 医療法人社団鵬会 高名清養病院 292-0054 木更津市長須賀１２３９
1471 君津 病院・医院 社会医療法人社団同仁会 木更津メンタルクリニック 292-0057 木更津市東中央２－３－５
1472 君津 病院・医院 医療法人社団肝健会 はやさかクリニック 292-0826 木更津市畑沢南４－６－１７
1473 君津 病院・医院 コンフォート君津クリニック 292-0826 木更津市畑沢南６－２６－３リベルテ・うららケ丘Ａ棟３号室

1474 君津 病院・医院 医療法人社団ゆうめい会 八幡台クリニック 292-0814 木更津市八幡台３－１－２５
1475 君津 病院・医院 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
1476 君津 病院・医院 堀田眼科 292-0804 木更津市文京1-4-24
1477 君津 病院・医院 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
1478 君津 病院・医院 医療法人社団明敬会 重城病院 292-0003 木更津市万石３４１－１
1479 君津 病院・医院 医療法人萩仁会 萩原病院 292-0056 木更津市木更津１－１－３６
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1480 君津 病院・医院 庄司眼科医院 292-0056 木更津市木更津１－１－５
1481 君津 病院・医院 アクアリハビリテーション病院 292-0812 木更津市矢那４４９０－５
1482 市原 病院・医院 ふくろうホームクリニック 290-0143 市原市ちはら台西１－５－７
1483 市原 病院・医院 ちはら台駅前診療所 290-0143 市原市ちはら台西２－９－１
1484 市原 病院・医院 医療法人社団暉桜会 碓井クリニック 290-0141 市原市ちはら台東１-１-６
1485 市原 病院・医院 おもて内科糖尿病クリニック 290-0141 市原市ちはら台東８－１７－４
1486 市原 病院・医院 ちはら台南内科クリニック 290-0142 市原市ちはら台南１－１－１１
1487 市原 病院・医院 ちはら台整形外科 290-0142 市原市ちはら台南３－１０－１
1488 市原 病院・医院 医療法人社団平山医院 290-0204 市原市磯ヶ谷２０６７
1489 市原 病院・医院 医療法人社団直樹会 磯ヶ谷病院 290-0204 市原市磯ケ谷３５
1490 市原 病院・医院 田中歯科 290-0207 市原市海士有木１７９３－１田中ビルＡ号室
1491 市原 病院・医院 坂本脳神経外科クリニック 290-0266 市原市海保７２－２
1492 市原 病院・医院 医療法人社団健貴会 菊間クリニック 290-0007 市原市菊間１７０５－１０
1493 市原 病院・医院 倉持泌尿器科クリニック 290-0007 市原市菊間２４９－１
1494 市原 病院・医院 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
1495 市原 病院・医院 仁天堂医院 290-0225 市原市牛久１１９２
1496 市原 病院・医院 井上内科医院 290-0225 市原市牛久５８９－１
1497 市原 病院・医院 医療法人社団仁徳会 みつはし内科クリニック 290-0225 市原市牛久８７９－１
1498 市原 病院・医院 医療法人社団高原会 原村医院 290-0041 市原市玉前７６
1499 市原 病院・医院 医療法人社団かずさ勤労者医療協会 いちはら協立診療所 290-0051 市原市君塚２－１７－７
1500 市原 病院・医院 みどりヶ丘診療所 299-0116 市原市迎田３９－１０
1501 市原 病院・医院 グリーン歯科医院 290-0008 市原市古市場字田中後３１９－９
1502 市原 病院・医院 大木眼科クリニック 290-0056 市原市五井１６２０
1503 市原 病院・医院 せりざわ歯科 290-0056 市原市五井１９１１－５
1504 市原 病院・医院 麻薙眼科 290-0056 市原市五井２５４１－５
1505 市原 病院・医院 医療法人芙蓉会 五井病院 290-0056 市原市五井5155
1506 市原 病院・医院 五井病院ホームケアクリニック 290-0056 市原市五井５９１１
1507 市原 病院・医院 医療法人 鎗田病院 290-0056 市原市五井８９９
1508 市原 病院・医院 稲葉歯科医院 290-0038 市原市五井西４－２５－９
1509 市原 病院・医院 医療法人社団斎賀会 斎賀医院 290-0081 市原市五井中央西１ー２０－７
1510 市原 病院・医院 医療法人社団滝西会 三和医院 290-0081 市原市五井中央西１－１２－６
1511 市原 病院・医院 眼科齊藤医院 290-0081 市原市五井中央西１－２０－４
1512 市原 病院・医院 野崎医院 290-0081 市原市五井中央西１－３４－５
1513 市原 病院・医院 医療法人社団整友会 山﨑整形外科 290-0081 市原市五井中央西１－３６－３
1514 市原 病院・医院 五井中央診療所 290-0054 市原市五井中央東１－１０－１９
1515 市原 病院・医院 市原メンタルクリニック 290-0054 市原市五井中央東１－１６－１２
1516 市原 病院・医院 医療法人社団起和会 徳政内科クリニック 290-0054 市原市五井中央東１－７－１
1517 市原 病院・医院 医療法人社団佑仁会 クリニック五井 290-0054 市原市五井中央東２－１３－１村上ビル
1518 市原 病院・医院 医療法人社団寿会 相川クリニック 290-0054 市原市五井中央東２－２３－１５
1519 市原 病院・医院 医療法人社団賢仁会 五井在宅クリニック 290-0054 市原市五井中央東２－６－１相川ビル２階Ｃ号室
1520 市原 病院・医院 三愛記念市原クリニック 290-0054 市原市五井中央東２－８－１３
1521 市原 病院・医院 医療法人社団総星会 五井クリニック 290-0056 市原市五井中央南1-16-10
1522 市原 病院・医院 医療法人社団白金会リハビリテーション病院さらしな 290-0050 市原市更級１－５－３
1523 市原 病院・医院 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
1524 市原 病院・医院 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
1525 市原 病院・医院 イルカ耳鼻咽喉科 290-0081 市原市更級２－５－１
1526 市原 病院・医院 志村胃腸科外科医院 290-0024 市原市根田１－８－５
1527 市原 病院・医院 医療法人社団朗真会 四ッ谷医院 299-0111 市原市姉崎１１２
1528 市原 病院・医院 医療法人社団 内田医院 299-0111 市原市姉崎１８７５
1529 市原 病院・医院 こしかわハートクリニック 299-0111 市原市姉崎１９８６－２
1530 市原 病院・医院 帝京大学ちば総合医療センター 299-0111 市原市姉崎３４２６－３
1531 市原 病院・医院 市原メディカルキュア 299-0111 市原市姉崎６５８
1532 市原 病院・医院 医療法人社団優秀会 蔵内医院 299-0111 市原市姉崎７８８－１
1533 市原 病院・医院 あさひガーデンクリニック 299-0111 市原市姉崎８０７－１
1534 市原 病院・医院 髙岡クリニック 299-0119 市原市姉崎西１－１２－２８
1535 市原 病院・医院 医療法人社団悠輝会 広松眼科 299-0111 市原市姉崎東1-1-6第３クレールパル３Ｆ
1536 市原 病院・医院 医療法人社団 俊誠会 五味クリニック 299-0111 市原市姉崎東2-2-6KTビル５F
1537 市原 病院・医院 医療法人社団松和会 望星姉崎クリニック 299-0111 市原市姉崎東３ー６－２
1538 市原 病院・医院 若宮渡部医院 290-0006 市原市若宮３－３－１６
1539 市原 病院・医院 医療法人白百合会 市原鶴岡病院 290-0206 市原市新堀９５５番地
1540 市原 病院・医院 医療法人社団クレール いまい皮膚科クリニック 290-0065 市原市西五所３４－２７
1541 市原 病院・医院 やりたクリニック 290-0022 市原市西広１３１
1542 市原 病院・医院 医療法人社団ゆうな会 山越整形外科 290-0022 市原市西広４－２－２
1543 市原 病院・医院 医療法人社団伍光会 市原在宅診療所 290-0072 市原市西国分寺台１－１－２２
1544 市原 病院・医院 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
1545 市原 病院・医院 茂久田診療所 299-0117 市原市青葉台２－２－３５
1546 市原 病院・医院 医療法人社団千友会 むらせ歯科医院 299-0109 市原市千種２－６－８
1547 市原 病院・医院 泉台クリニック 299-0114 市原市泉台３－１９－１
1548 市原 病院・医院 遠藤医院 290-0004 市原市辰巳台西１－５
1549 市原 病院・医院 クニモト歯科 290-0004 市原市辰巳台西３－４－３
1550 市原 病院・医院 医療法人社団 公仁会 斉藤クリニック 290-0003 市原市辰巳台東１－８－１１
1551 市原 病院・医院 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
1552 市原 病院・医院 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
1553 市原 病院・医院 たつみだいMM泌尿器科 290-0003 市原市辰巳台東４－７－６
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1554 市原 病院・医院 辰巳病院 290-0003 市原市辰巳台東５－５－１
1555 市原 病院・医院 こうふう台眼科医院 290-0242 市原市中高根１５５５－２
1556 市原 病院・医院 医療法人社団健老会 姉崎病院 299-0118 市原市椎津２５５８－１
1557 市原 病院・医院 千葉県循環器病センター 290-0512 市原市鶴舞５７５
1558 市原 病院・医院 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
1559 市原 病院・医院 斉藤医院 290-0544 市原市徳氏４０８
1560 市原 病院・医院 医療法人社団西広会 大木医院 290-0075 市原市南国分寺台４－７－９
1561 市原 病院・医院 宮沢眼科クリニック 290-0075 市原市南国分寺台５－１－１
1562 市原 病院・医院 医療法人社団圭和会 山路歯科クリニック 290-0011 市原市能満1463
1563 市原 病院・医院 医療法人社団大創会 大倉リハビリクリニック 290-0011 市原市能満１５３１－９０
1564 市原 病院・医院 医療法人社団養生会 小野木医院 290-0011 市原市能満１８４５－３７
1565 市原 病院・医院 まつお歯科クリニック 290-0011 市原市能満３１５－７
1566 市原 病院・医院 医療法人社団緑祐会 永野病院 290-0221 市原市馬立８０２－２
1567 市原 病院・医院 永野歯科医院 290-0221 市原市馬立８１３
1568 市原 病院・医院 白金整形外科クリニック 290-0059 市原市白金町１－７０
1569 市原 病院・医院 白金整形外科病院 290-0059 市原市白金町１－７５－１
1570 市原 病院・医院 医療法人社団奏和会くまさんデンタルクリニック 290-0059 市原市白金町３－４－４
1571 市原 病院・医院 医療法人社団千寿雅会 長谷川病院 290-0062 市原市八幡１１５－１
1572 市原 病院・医院 寺嶋医院 290-0062 市原市八幡１３４９－３
1573 市原 病院・医院 医療法人芙蓉会 八幡クリニック 290-0062 市原市八幡１６４１
1574 市原 病院・医院 市原整形外科 290-0062 市原市八幡１８３６－３
1575 市原 病院・医院 清水クリニック 290-0062 市原市八幡２５２－３
1576 市原 病院・医院 せき内科クリニック 290-0062 市原市八幡3-1
1577 市原 病院・医院 医療法人社団 日高クリニック 290-0062 市原市八幡５７８
1578 市原 病院・医院 医療法人社団泉会 清川眼科医院 290-0062 市原市八幡５８２－２
1579 市原 病院・医院 いまい内科・循環器クリニック 290-0062 市原市八幡８１０－３八幡東駅前ビル３Ｆ
1580 市原 病院・医院 医療法人社団緑祐会 加茂診療所 290-0557 市原市養老１０００－５
1581 千葉市 病院・医院 医療法人社団千葉秀心会 東船橋病院 274-0065 千葉県船橋市高根台４－２９－１
1582 船橋市 病院・医院 西船皮フ科・形成外科 273-0025 船橋市印内町584-1中島ビル2F
1583 船橋市 病院・医院 さち・レディースクリニック 273-0025 船橋市印内町６３８-１
1584 船橋市 病院・医院 船橋夏見の杜クリニック 273-0865 船橋市夏見１－５－２０
1585 船橋市 病院・医院 医療法人社団 朝比奈クリニック 273-0865 船橋市夏見４－１－３４
1586 船橋市 病院・医院 なつみだい眼科 273-0866 船橋市夏見台１－１８－７夏見台ビル１F
1587 船橋市 病院・医院 富谷内科循環器科 273-0866 船橋市夏見台１-１８-７夏見台ビル２階
1588 船橋市 病院・医院 医療法人社団邦和会 船橋クリニック 273-0866 船橋市夏見台２－１６－１６
1589 船橋市 病院・医院 医療法人社団凰翔会 すぎおかクリニック 273-0866 船橋市夏見台３－９－２５
1590 船橋市 病院・医院 船橋市立リハビリテーション病院 273-0866 船橋市夏見台４－２６－１
1591 船橋市 病院・医院 おおわだ歯科医院 273-0866 船橋市夏見台４－８－１
1592 船橋市 病院・医院 佐瀬医院 273-0021 船橋市海神４－１－１４
1593 船橋市 病院・医院 独立行政法人地域医療機能推進機構 船橋中央病院 273-8556 船橋市海神６－１３－１０
1594 船橋市 病院・医院 なかむら内科消化器クリニック 273-0021 船橋市海神６-７-１２
1595 船橋市 病院・医院 船橋ひのわクリニック 273-0028 船橋市海神町東１－１３８７ポセイドン１０２
1596 船橋市 病院・医院 小児リウマチ・アレルギークリニック 273-0032 船橋市葛飾町２－３３５－１アルマース弐番館１Ｆ
1597 船橋市 病院・医院 医療法人社団 博葉会 近藤クリニック 273-0032 船橋市葛飾町２－３３７
1598 船橋市 病院・医院 こみやま眼科 273-0032 船橋市葛飾町2-341-3サミットビル２階
1599 船橋市 病院・医院 医療法人社団紺整会 船橋整形外科 西船クリニック 273-0032 船橋市葛飾町２－３５１
1600 船橋市 病院・医院 医療法人社団新友会 新西船クリニック 273-0032 船橋市葛飾町２－３８０－２
1601 船橋市 病院・医院 あさひ耳鼻咽喉科（西船橋） 273-0032 船橋市葛飾町２丁目３３５番地１
1602 船橋市 病院・医院 やぐち内科クリニック 273-0003 船橋市宮本２－１－１８
1603 船橋市 病院・医院 おおより歯科 273-0003 船橋市宮本3-10-15
1604 船橋市 病院・医院 くりはら内科・皮膚科クリニック 273-0003 船橋市宮本４－１２－１８
1605 船橋市 病院・医院 坂口クリニック 273-0003 船橋市宮本4-13-6
1606 船橋市 病院・医院 えんどう眼科 273-0003 船橋市宮本４－８－３
1607 船橋市 病院・医院 船橋市立医療センター 273-8588 船橋市金杉１－２１－１
1608 船橋市 病院・医院 笑顔のおうちクリニック船橋 273-0044 船橋市行田1-40-21
1609 船橋市 病院・医院 船橋行田クリニック 273-0044 船橋市行田３－２－２３
1610 船橋市 病院・医院 高根台眼科 274-0065 船橋市高根台１－２－P－２０７
1611 船橋市 病院・医院 千葉徳洲会病院 274-8503 船橋市高根台２-１１-１
1612 船橋市 病院・医院 医療法人愛の家 高根台病院 274-0065 船橋市高根台４－１－１
1613 船橋市 病院・医院 医療法人社団 高根木戸診療所 274-0065 船橋市高根台４－２３－３
1614 船橋市 病院・医院 医療法人社団誠尽会 妹尾内科 274-0065 船橋市高根台６－２－２２ＳＸビル２階
1615 船橋市 病院・医院 ひかり内科クリニック 274-0065 船橋市高根台６－４０－１３
1616 船橋市 病院・医院 やまと内科小児科クリニック 274-0065 船橋市高根台７－１２－１０
1617 船橋市 病院・医院 山本歯科医院 274-0065 船橋市高根台７－１３－２２
1618 船橋市 病院・医院 はしもとクリニック 274-0807 船橋市咲が丘３－２５－３ミツヨシビル２Ｆ
1619 船橋市 病院・医院 医療法人社団 昭和会 北川眼科クリニックふたわ 274-0807 船橋市咲が丘３－２５－３ミツヨシビル３Ｆ
1620 船橋市 病院・医院 医療法人社団弘成会 コミュニティクリニックみさき 274-0812 船橋市三咲３－１－１５
1621 船橋市 病院・医院 医療法人社団嬉泉会 大島記念嬉泉病院 274-0812 船橋市三咲３－５－１５
1622 船橋市 病院・医院 松上医院 274-0812 船橋市三咲3-6-10
1623 船橋市 病院・医院 三咲眼科 274-0812 船橋市三咲５-３３-５ ２Ｆ
1624 船橋市 病院・医院 船橋市さざんか特殊歯科診療所 274-0812 船橋市三咲７－２４－１北部福祉会館内
1625 船橋市 病院・医院 ならしの内科外科 274-0072 船橋市三山２－１－１１
1626 船橋市 病院・医院 医療法人社団惠心会 志村医院 274-0072 船橋市三山８－７－２
1627 船橋市 病院・医院 山﨑内科外科クリニック 273-0045 船橋市山手１-１-３ルネ・アクシアム
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1628 船橋市 病院・医院 総合クリニックドクターランド船橋 273-0045 船橋市山手１－１－８－１０１
1629 船橋市 病院・医院 医療法人社団涼心会 なかじま整形外科クリニック 273-0045 船橋市山手３－１－１２新船橋クリニックファーム１F
1630 船橋市 病院・医院 公益財団法人復光会 総武病院 273-8540 船橋市市場３－３－１
1631 船橋市 病院・医院 医療法人社団慈心会 青山病院 273-0001 船橋市市場４－２１－８
1632 船橋市 病院・医院 はさま駅前クリニック 274-0816 船橋市芝山１－４１－１フェリシアパレス１０２号
1633 船橋市 病院・医院 芝山医科歯科クリニック 274-0816 船橋市芝山４-１７-９
1634 船橋市 病院・医院 しもやま内科 274-0816 船橋市芝山４－３３－５
1635 船橋市 病院・医院 医療法人社団永和会 南船橋クリニック 273-0013 船橋市若松２－６－１－１２１
1636 船橋市 病院・医院 千葉西クリニック 274-0063 船橋市習志野台１－１０－１ エトワール石川１階
1637 船橋市 病院・医院 医療法人社団いずみ会 熱田胃腸科外科医院 274-0063 船橋市習志野台１－１１－４
1638 船橋市 病院・医院 ファミリークリニック 274-0063 船橋市習志野台１－１１－４
1639 船橋市 病院・医院 医療法人社団純恵会 北習志野整形外科クリニック 274-0063 船橋市習志野台１ー３８－１１北習志野メディカルプラザ１・２Ｆ

1640 船橋市 病院・医院 医療法人社団 志永会 いまもと泌尿器科クリニック 274-0063 船橋市習志野台１ー３８－１１北習志野メディカルプラザ４Ｆ

1641 船橋市 病院・医院 医療法人社団修真会 鳥海内科 274-0063 船橋市習志野台１－２－２ウイング２１ ３階
1642 船橋市 病院・医院 医療法人社団元和会 北習志野おとな・こども歯科クリニック 274-0063 船橋市習志野台１－３９－６習志野興産ビル１階左
1643 船橋市 病院・医院 医療法人社団NICO 習志野台整形外科内科 274-0063 船橋市習志野台2-16-1
1644 船橋市 病院・医院 医療法人成春会 花輪病院附属駅前クリニック 274-0063 船橋市習志野台２－１－６北習志野駅前ビル３Ｆ
1645 船橋市 病院・医院 吉田小児科医院 274-0063 船橋市習志野台２－３４－１７
1646 船橋市 病院・医院 医療法人社団幸伸会 長谷川眼科医院 274-0063 船橋市習志野台２－４９－７
1647 船橋市 病院・医院 医療法人社団健恒会 北習志野歯科 274-0063 船橋市習志野台２－６－１７
1648 船橋市 病院・医院 医療法人社団綾美会 北習志野眼科 274-0063 船橋市習志野台２－６－１小林ビル２Ｆ
1649 船橋市 病院・医院 医療法人成春会 北習志野花輪病院 274-0063 船橋市習志野台２－７１－１０
1650 船橋市 病院・医院 ふじもと皮フ科クリニック 274-0063 船橋市習志野台3-1-1エキタきたなら3F
1651 船橋市 病院・医院 きたなら駅ビル内科クリニック 274-0063 船橋市習志野台3-1-1北習志野駅ビル3F 店舗3-2
1652 船橋市 病院・医院 医療法人社団ほっ きたなら駅上ほっとクリニック 274-0063 船橋市習志野台３－１－１北習志野駅ビルエキタきたなら３－１

1653 船橋市 病院・医院 山岡内科クリニック 274-0063 船橋市習志野台３-１３-２５-１０１
1654 船橋市 病院・医院 医療法人社団助和会 かたぎりクリニック 274-0063 船橋市習志野台３－１７－１５東海北習志野五番館ビル１階

1655 船橋市 病院・医院 トキ皮膚科 274-0063 船橋市習志野台３-１８-３
1656 船橋市 病院・医院 共立習志野台病院 274-0063 船橋市習志野台４-１３-１６
1657 船橋市 病院・医院 せき内科クリニック 274-0063 船橋市習志野台４－３－８
1658 船橋市 病院・医院 医療法人社団寛麗会 エバト歯科医院 274-0063 船橋市習志野台４－９－１０シンセイビル1F
1659 船橋市 病院・医院 つるおか内科 274-0063 船橋市習志野台５－４－１４
1660 船橋市 病院・医院 医療法人社団尚志会 北條内科クリニック 274-0063 船橋市習志野台６－１５－１６
1661 船橋市 病院・医院 医療法人社団北垣会 たけしファミリークリニック 274-0063 船橋市習志野台６－３－２５
1662 船橋市 病院・医院 あおうだ内科クリニック 274-0063 船橋市習志野台８－４６－９
1663 船橋市 病院・医院 医療法人社団白羽会 つばさ在宅クリニック 273-0862 船橋市駿河台１－３３－８コンフィデンス駿河台２０１号
1664 船橋市 病院・医院 さんいく会ファミリークリニック 274-0064 船橋市松が丘１－５－４
1665 船橋市 病院・医院 歯科藤村医院 274-0064 船橋市松が丘４－１２－９
1666 船橋市 病院・医院 医療法人社団うつぎ会法典クリニック 273-0046 船橋市上山町１－１２８－１ルーラル拾弐番館２F
1667 船橋市 病院・医院 医療法人社団芳愛会 山口内科 273-0046 船橋市上山町１－１３９－８
1668 船橋市 病院・医院 医療法人社団麒麟会 若葉クリニック 273-0046 船橋市上山町１－１５６－１
1669 船橋市 病院・医院 ウェルビーイング内科クリニック船橋法典 273-0046 船橋市上山町１－２０４－２
1670 船橋市 病院・医院 医療法人社団恒友会 遠藤医院 274-0814 船橋市新高根２-１５-１１
1671 船橋市 病院・医院 山本医院 274-0814 船橋市新高根４-７-８
1672 船橋市 病院・医院 まつうら眼科 274-0814 船橋市新高根６－３８－８
1673 船橋市 病院・医院 藤田クリニック 274-0814 船橋市新高根６－３８－８
1674 船橋市 病院・医院 守田皮フ科クリニック 274-0814 船橋市新高根６－３８－８第八福住ビル２０１
1675 船橋市 病院・医院 小山歯科医院 274-0814 船橋市新高根６－３８－８福住ビル３０２
1676 船橋市 病院・医院 医療法人社団博水会 水井医院 274-0815 船橋市西習志野1-59-6
1677 船橋市 病院・医院 医療法人社団中條医院 中條医院 274-0815 船橋市西習志野１－９－３０
1678 船橋市 病院・医院 高根木戸眼科 274-0815 船橋市西習志野２－４－３
1679 船橋市 病院・医院 高地内科 274-0815 船橋市西習志野３-２５-６
1680 船橋市 病院・医院 きたならホームケアクリニック 274-0815 船橋市西習志野3-27-5
1681 船橋市 病院・医院 医療法人社団直仁会 横堀クリニック 274-0815 船橋市西習志野４－２０－１６
1682 船橋市 病院・医院 西船医院 273-0031 船橋市西船２-２１-１
1683 船橋市 病院・医院 医療法人社団恵翔会 岩田内科循環器科 273-0031 船橋市西船４-１２-１０早稲田１３時ビル７階
1684 船橋市 病院・医院 医療法人社団 西船山本皮フ科 273-0031 船橋市西船４－１４－１２
1685 船橋市 病院・医院 医療法人社団白羽会 つばさ在宅クリニック西船橋 273-0031 船橋市西船４－１４－１２木村建設工業ビル７０１号室
1686 船橋市 病院・医院 佐藤歯科医院 273-0031 船橋市西船４－２１－１１
1687 船橋市 病院・医院 西船橋レディースクリニック 273-0031 船橋市西船４－２２－１西船HALビル３F
1688 船橋市 病院・医院 医療法人社団西船内科 273-0031 船橋市西船４－２３－８
1689 船橋市 病院・医院 いなだデンタルオフィス 273-0031 船橋市西船４－２５－３
1690 船橋市 病院・医院 医療法人社団泰正会 くまがい眼科 273-0031 船橋市西船５－２６－２５－２０１
1691 船橋市 病院・医院 きのしたクリニック 273-0042 船橋市前貝塚町５４９－１ G.G.C.1F
1692 船橋市 病院・医院 医療法人社団萌生会 東武塚田クリニック 273-0042 船橋市前貝塚町５６５－１２
1693 船橋市 病院・医院 平安堂整形外科 274-0825 船橋市前原西２-１１-１１
1694 船橋市 病院・医院 医療法人同和会 脳神経内科 津田沼 274-0825 船橋市前原西２-１４-５榊原ビル７階
1695 船橋市 病院・医院 医療法人社団亘樹会 さめじま眼科 274-0825 船橋市前原西２－１９－１津田沼パルコB館４階
1696 船橋市 病院・医院 コンフォート津田沼クリニック 274-0825 船橋市前原西２－２５－６ホーマス第４ビル３階
1697 船橋市 病院・医院 医療法人社団はぎわら内科クリニック 274-0825 船橋市前原西２－３３－１１
1698 船橋市 病院・医院 原留眼科医院 274-0825 船橋市前原西２-８-１３
1699 船橋市 病院・医院 深沢医院 274-0825 船橋市前原西２－８－３
1700 船橋市 病院・医院 津田沼診療所 274-0825 船橋市前原西２-９-１１
1701 船橋市 病院・医院 医療法人社団 さとうクリニック 274-0825 船橋市前原西４－１７－１６
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1702 船橋市 病院・医院 キッズ・ファミリークリニックささもと小児科 274-0825 船橋市前原西6-1-22
1703 船橋市 病院・医院 医療法人社団康生会 吉田医院 274-0825 船橋市前原西６-１-２３
1704 船橋市 病院・医院 船津医院 274-0825 船橋市前原西８-２４-５
1705 船橋市 病院・医院 いけだ病院 274-0824 船橋市前原東１-６-４
1706 船橋市 病院・医院 コンパスクリニック幕張船橋 274-0824 船橋市前原東２－２０－４鶴岡店舗１階
1707 船橋市 病院・医院 医療法人社団立靖会 ラビット歯科 274-0824 船橋市前原東３－６－１９－１Ｆ香月堂ビル
1708 船橋市 病院・医院 医療法人社団孝良会 井上クリニック 274-0824 船橋市前原東５－１３－４
1709 船橋市 病院・医院 医療法人社団千裕会 こばやしクリニック 274-0824 船橋市前原東６－２０－３５
1710 船橋市 病院・医院 米谷歯科医院 274-0067 船橋市大穴南５－２３－１０
1711 船橋市 病院・医院 金井医院 274-0068 船橋市大穴北２-１-１０
1712 船橋市 病院・医院 医療法人社団順正会 滝台ヒフ科 274-0075 船橋市滝台町107-9
1713 船橋市 病院・医院 医療法人吉栄会 下総病院 274-0075 船橋市滝台町９４－２２
1714 船橋市 病院・医院 医療法人社団 晟安会 しまね内科クリニック 274-0060 船橋市坪井東１－２－２５
1715 船橋市 病院・医院 ながと皮膚科クリニック 274-0060 船橋市坪井東２-１４-１
1716 船橋市 病院・医院 医療法人社団健恒会 船橋日大前さくらパーク歯科 274-0060 船橋市坪井東３－１４－１
1717 船橋市 病院・医院 上原眼科クリニック 274-0060 船橋市坪井東３－９－３船橋日大駅前ビル２０２号室
1718 船橋市 病院・医院 むなかた内科・神経内科 274-0060 船橋市坪井東３－９－３船橋日大駅前ビル２Ｆ
1719 船橋市 病院・医院 戸張クリニック 274-0073 船橋市田喜野井７-３-１３
1720 船橋市 病院・医院 ハート歯科 273-0002 船橋市東船橋1-21-5TOハイツ58-106号
1721 船橋市 病院・医院 医療法人社団ＯＳ会 おおすか整形外科 273-0002 船橋市東船橋１－２２－８
1722 船橋市 病院・医院 宮下整形外科クリニック 273-0002 船橋市東船橋１－３３－１０
1723 船橋市 病院・医院 いのまたこどもクリニック 273-0002 船橋市東船橋１-３８-１-２０１
1724 船橋市 病院・医院 なでしこ皮膚科クリニック 273-0002 船橋市東船橋１－３８－１デアビル２Ｆ
1725 船橋市 病院・医院 医療法人社団清陽会 すこやか医院 273-0002 船橋市東船橋２－１７－１６
1726 船橋市 病院・医院 東船橋クリニック 273-0002 船橋市東船橋３－１７－１５
1727 船橋市 病院・医院 有田クリニック 273-0002 船橋市東船橋３－３３－３ストーンフィールドビル１Ｆ
1728 船橋市 病院・医院 医療法人社団梨香会 秋元クリニック 273-0002 船橋市東船橋３－３３－３ストーンフィールドビル２階
1729 船橋市 病院・医院 安西クリニック 273-0002 船橋市東船橋４-２９-６
1730 船橋市 病院・医院 さかもと眼科 273-0002 船橋市東船橋４－３１－２０ 東船橋セントラル２F
1731 船橋市 病院・医院 医療法人社団海楽会 いわさき内科クリニック 273-0047 船橋市藤原３－３６－１１
1732 船橋市 病院・医院 馬込沢クリニック 273-0047 船橋市藤原７-２-２レランドショッピングセンター４Ｆ
1733 船橋市 病院・医院 医療法人社団協和会滝不動病院 274-0813 船橋市南三咲４－１３－１
1734 船橋市 病院・医院 社会医療法人社団千葉県勤労者医療協会 南浜診療所 273-0004 船橋市南本町６-５
1735 船橋市 病院・医院 医療法人社団貞壽会 いとう内科循環器科クリニック 274-0823 船橋市二宮１－５－４
1736 船橋市 病院・医院 船橋二和病院附属ふたわ診療所 274-0805 船橋市二和東３－１６－１
1737 船橋市 病院・医院 船橋二和病院 274-0805 船橋市二和東５－１－１
1738 船橋市 病院・医院 医療法人社団とよさわクリニック 274-0805 船橋市二和東６－１２－２
1739 船橋市 病院・医院 三咲内科クリニック 274-0805 船橋市二和東６-４４-９サニーハイライズⅡ-２０１
1740 船橋市 病院・医院 医療法人社団 紺整会 船橋整形外科クリニック 274-0822 船橋市飯山満町１－８２４
1741 船橋市 病院・医院 かじかわ内科 274-0822 船橋市飯山満町１－８３２－５
1742 船橋市 病院・医院 医療法人社団紺整会船橋整形外科病院 274-0822 船橋市飯山満町１-８３３
1743 船橋市 病院・医院 船橋中央眼科 274-0822 船橋市飯山満町１-８３６-５
1744 船橋市 病院・医院 医療法人同和会 千葉病院 274-0822 船橋市飯山満町2-508
1745 船橋市 病院・医院 船橋市リハビリセンタークリニック 274-0822 船橋市飯山満町２－５１９－３
1746 船橋市 病院・医院 いいじま歯科 273-0012 船橋市浜町１－３０－１１
1747 船橋市 病院・医院 医療法人社団志友会 東京ベイサイドクリニック 273-8530 船橋市浜町2-1-1ららぽーとTOKYO-BAY西館3階
1748 船橋市 病院・医院 医療法人社団船橋ベイサイド小児科 273-0012 船橋市浜町２－１－１ららぽーとTOKYO-BAY西館３階
1749 船橋市 病院・医院 医療法人社団優進会 かわい内科クリニック 273-0012 船橋市浜町２－２－７ビビットスクエア４階－４２９
1750 船橋市 病院・医院 医療法人社団誠馨会 セコメディック病院 274-0053 船橋市豊富町６９６－１
1751 船橋市 病院・医院 医療法人社団協友会 船橋総合病院 273-0864 船橋市北本町１－１３－１
1752 船橋市 病院・医院 船橋市かざぐるま休日急患・特殊歯科診療所 273-0864 船橋市北本町１－１６－５５船橋市保健福祉センター内
1753 船橋市 病院・医院 医療法人社団さいとう眼科 273-0864 船橋市北本町１－３－１Ｋメディカルモール
1754 船橋市 病院・医院 医療法人社団爽晴会 あおぞら歯科クリニック 273-0864 船橋市北本町１－３－１Kメディカルモール２F
1755 船橋市 病院・医院 船橋総合病院附属あい在宅クリニック 273-0864 船橋市北本町２－６６－２０
1756 船橋市 病院・医院 医療法人社団煌道会 ふなえ歯科クリニック 273-0033 船橋市本郷町７２７－１グランドビレッジ１F
1757 船橋市 病院・医院 医療法人社団順徳会 下総中山整形外科クリニック 273-0035 船橋市本中山２－１０－１－４Ｆ
1758 船橋市 病院・医院 戸塚眼科 273-0035 船橋市本中山２－１０－１ミレニティ中山４Ｆ
1759 船橋市 病院・医院 医療法人社団邦桜会 加藤内科クリニック 273-0035 船橋市本中山２－１０－１ミレニティ中山４階
1760 船橋市 病院・医院 下総中山駅前クリニック 273-0035 船橋市本中山２－１６－１
1761 船橋市 病院・医院 まる内科クリニック 273-0035 船橋市本中山２－１８－３カタンクローバービル１階
1762 船橋市 病院・医院 医療法人社団広泰会 本中山クリニック 273-0035 船橋市本中山２－１８－３カタンクローバービル１階
1763 船橋市 病院・医院 武井クリニック 273-0035 船橋市本中山３-１９-１８
1764 船橋市 病院・医院 みやけ眼科 273-0035 船橋市本中山３－２０－１３ステーションハイツ中山１０１号

1765 船橋市 病院・医院 医療法人社団暁会 あらなみクリニック 273-0035 船橋市本中山３－２２－１
1766 船橋市 病院・医院 医療法人社団雅真会 小栗原クリニック 273-0035 船橋市本中山３－８－１６
1767 船橋市 病院・医院 医療法人社団太陽の会 サンライズこどもクリニック 273-0035 船橋市本中山４－２２－１０中山メディカルスクエア１階
1768 船橋市 病院・医院 医療法人社団顕和会 かじやま歯科クリニック 273-0035 船橋市本中山４－２２－１０中山メディカルスクエア２０４

1769 船橋市 病院・医院 医療法人社団蘭友会 石川内科クリニック 273-0035 船橋市本中山４－２２－１０中山メディカルスクエア2F
1770 船橋市 病院・医院 医療法人社団好整会 中田整形外科 273-0035 船橋市本中山４－２２－１０中山メディカルスクエア３Ｆ
1771 船橋市 病院・医院 医療法人社団靖恵会 とやま内科 273-0035 船橋市本中山５－９－２０グレイスヴィラ１階
1772 船橋市 病院・医院 川上胃腸科内科医院 273-0035 船橋市本中山７－１１－１３
1773 船橋市 病院・医院 原木歯科 273-0035 船橋市本中山７-２１-２
1774 船橋市 病院・医院 相川歯科医院 273-0005 船橋市本町１－１２－１１－２０４
1775 船橋市 病院・医院 医療法人社団海星会 船橋デンタルクリニック 273-0005 船橋市本町１－３１－５レオセントラルスクエアⅡ２階
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1776 船橋市 病院・医院 医療法人成春会 花輪クリニック 273-0005 船橋市本町１－３－１船橋フェイスビル８Ｆ
1777 船橋市 病院・医院 やすまクリニック 273-0005 船橋市本町１－５－３マルホンビル３階
1778 船橋市 病院・医院 板倉病院 273-0005 船橋市本町２-１０-１
1779 船橋市 病院・医院 本橋眼科クリニック 273-0005 船橋市本町2-1スクエアビル21 B1F
1780 船橋市 病院・医院 医療法人社団ヨゼフ会 高木医院 273-0005 船橋市本町２－２６－２４
1781 船橋市 病院・医院 医療法人社団 慈進会 ほそかわクリニック 273-0005 船橋市本町３－１３－２２
1782 船橋市 病院・医院 田中外科・肛門科クリニック 273-0005 船橋市本町３-３６-２８ホーメストビル４Ｆ
1783 船橋市 病院・医院 医療法人社団悠翔会 悠翔会在宅クリニック船橋 273-0005 船橋市本町４－４０－８セピアビル１階
1784 船橋市 病院・医院 医療法人社団茉悠乃会 船橋ゆーかりクリニック 273-0005 船橋市本町５－３－５伊藤ＬＫビル４階
1785 船橋市 病院・医院 医療法人社団ハーモニー 高良消化器内科クリニック 273-0005 船橋市本町６－１－３メルファーレ船橋２Ｆ
1786 船橋市 病院・医院 ますだ乳腺・甲状腺クリニック 273-0005 船橋市本町６-１-３メルファーレ船橋２Ｆ
1787 船橋市 病院・医院 医療法人社団ゆしの会 さくら眼科美容皮膚科 273-0005 船橋市本町６－１－３メルファーレ船橋３階
1788 船橋市 病院・医院 医療法人社団幸彩会 船橋肛門・胃腸クリニック 273-0005 船橋市本町６-１８-５アサヒ船橋ビル２０２
1789 船橋市 病院・医院 いちかわクリニック 273-0005 船橋市本町６－２－２０ゼブラ船橋２，３階
1790 船橋市 病院・医院 医療法人社団小羊会 船橋本町クリニック 273-0005 船橋市本町６－４－２４
1791 船橋市 病院・医院 ふなばし皮膚科クリニック 273-0005 船橋市本町６－６－４船橋北口スクエアービル２階
1792 船橋市 病院・医院 医療法人社団千葉白報会 在宅クリニックドクターランド船橋 273-0005 船橋市本町７－１１－５ＫＤＸ船橋ビル１階
1793 船橋市 病院・医院 医療法人弘仁会 板倉サテライトクリニック 273-0005 船橋市本町７－１－１船橋駅南口駅ビル５階
1794 船橋市 病院・医院 医療法人社団郁栄会 寒竹ファミリー歯科 273-0005 船橋市本町7-1-1船橋東部百貨店7F
1795 船橋市 病院・医院 医療法人社団健恒会 東海神歯科 273-0005 船橋市本町７－２２－２１
1796 船橋市 病院・医院 医療法人社団嘉恒会船橋駅前内科クリニック 273-0005 船橋市本町７－６－１船橋ツインビル東館６Ｆ
1797 船橋市 病院・医院 医療法人社団定仁会 小貫歯科医院 273-0005 船橋市本町７－６－１船橋ツインビル東館６Ｆ
1798 船橋市 病院・医院 医療法人社団 有心会 船橋駅前みみはなクリニック 273-0005 船橋市本町７－６－１船橋ツインビル東館６階
1799 船橋市 病院・医院 医療法人社団 船橋形成外科クリニック 273-0005 船橋市本町７－６－１船橋ツインビル東館６階
1800 船橋市 病院・医院 医療法人社団嘉恒会 船橋駅前内科クリニック 273-0005 船橋市本町７－６－１東館６F
1801 船橋市 病院・医院 土居内科医院 273-0036 船橋市本東中山１-１８-１０
1802 船橋市 病院・医院 医療法人社団青山会 船橋みなとクリニック 273-0011 船橋市湊町２－８－９
1803 船橋市 病院・医院 医療法人社団航和会 峰岡クリニック 273-0011 船橋市湊町3-3-18
1804 船橋市 病院・医院 医療法人社団明寿会 堂後整形外科 274-0077 船橋市薬円台２－７－２２
1805 船橋市 病院・医院 医療法人社団朋友会 庭野クリニック 274-0077 船橋市薬円台５－２０－３
1806 船橋市 病院・医院 医療法人社団エム・エイチ・ケイ 薬園台駅歯科クリニック 274-0077 船橋市薬円台６－１－１－２E
1807 船橋市 病院・医院 医療法人社団清心会 薬円台泌尿器科腎クリニック 274-0077 船橋市薬円台６－１－１薬園台駅ビル３Ｆ
1808 船橋市 病院・医院 薬円台眼科 274-0077 船橋市薬円台６－１４－３１
1809 船橋市 病院・医院 医療法人社団健恒会 薬園台歯科 274-0077 船橋市薬円台６－６－８
1810 船橋市 病院・医院 医療法人社団康春会 薬園台さかいクリニック 274-0077 船橋市薬円台６丁目６－２メディパークやくえんだい２階
1811 船橋市 病院・医院 医療法人社団山椒会さなだクリニック 274-0077 船橋市薬園台５－４－３
1812 柏市 病院・医院 なのはな内科アレルギー科 277-0841 柏市あけぼの４-４-２５-１階
1813 柏市 病院・医院 つくしが丘医院 277-0072 柏市つくしが丘１－６－１
1814 柏市 病院・医院 大石歯科医院 277-0072 柏市つくしが丘５－７－２９
1815 柏市 病院・医院 小野医院 277-0072 柏市つくしが丘５－９－１５
1816 柏市 病院・医院 柏眼科クリニック 277-0852 柏市旭町１-１-５浜島ビル２Ｆ
1817 柏市 病院・医院 医療法人社団千葉白報会 かしわ在宅診療所 277-0852 柏市旭町１－１－５浜島ビル８階Ａ号室
1818 柏市 病院・医院 谷岡クリニック 277-0852 柏市旭町１-２-１３深野ビル１階
1819 柏市 病院・医院 森堂＆廣 佐藤医院 277-0852 柏市旭町４－５－９
1820 柏市 病院・医院 佐久間歯科医院 277-0852 柏市旭町７－３－６
1821 柏市 病院・医院 柏ビレジクリニック 277-0812 柏市花野井１８１４－１２
1822 柏市 病院・医院 タカシマ歯科医院 277-0812 柏市花野井１８１４－１３
1823 柏市 病院・医院 北柏鈴木クリニック 277-0812 柏市花野井４１０-４
1824 柏市 病院・医院 医療法人社団清陽会 柏おひさまクリニック 277-0028 柏市関場町４－２３
1825 柏市 病院・医院 手賀の杜クリニック 270-1445 柏市岩井７８９－６
1826 柏市 病院・医院 医療法人社団オハナ会 ウィズ歯科クリニック 277-0853 柏市吉野沢２－３
1827 柏市 病院・医院 医療法人社団博恵会 柏南病院 277-0042 柏市逆井１１４４
1828 柏市 病院・医院 医療法人社団昌擁会 柏フォレストクリニック 277-0042 柏市逆井字定山４３７－２８
1829 柏市 病院・医院 学校法人廣池学園 廣池学園診療所 277-0065 柏市光ケ丘2-1-1
1830 柏市 病院・医院 医療法人社団聖秀会 聖光ヶ丘病院 277-0062 柏市光ケ丘団地２－３
1831 柏市 病院・医院 医療法人社団海光会 光ヶ丘診療所 277-0062 柏市光ヶ丘団地４－１０－１０１
1832 柏市 病院・医院 黒滝歯科 277-0851 柏市向原町１－１１
1833 柏市 病院・医院 さわうちクリニック 277-0861 柏市高田５３２－３
1834 柏市 病院・医院 高柳医院 277-0941 柏市高柳１－１－１シャーメゾン高柳１０２Ａ
1835 柏市 病院・医院 医療法人社団 応心 ホームクリニック東葛 277-0941 柏市高柳１－１－１シャーメゾン高柳１F１０３
1836 柏市 病院・医院 医療法人社団博保会 中島クリニック 277-0941 柏市高柳１１４２-１
1837 柏市 病院・医院 高柳歯科医院 277-0941 柏市高柳１４７８－４
1838 柏市 病院・医院 高柳消化器内科外科 277-0941 柏市高柳４７１－１０
1839 柏市 病院・医院 飯島医院 277-0074 柏市今谷上町１－３
1840 柏市 病院・医院 柏新宿整形外科内科 277-0074 柏市今谷上町４５ー２
1841 柏市 病院・医院 やくやま歯科 277-0831 柏市根戸386-1
1842 柏市 病院・医院 星野ファミリークリニック 277-0831 柏市根戸４６７－１０３メディカルプラザ北柏２F
1843 柏市 病院・医院 医療法人社団秀和会 高橋歯科医院 277-0831 柏市根戸４６９－１１
1844 柏市 病院・医院 医療法人社団あかつき ホームクリニック柏 277-0012 柏市桜台１－８
1845 柏市 病院・医院 医療法人社団協友会 柏厚生総合病院 277-0862 柏市篠籠田６１７
1846 柏市 病院・医院 みんなのクリニック大久保 277-0862 柏市篠籠田９７７-１
1847 柏市 病院・医院 あおい歯科医院 277-0871 柏市若柴１７３－８柏の葉キャンパス１５１街区Ｂ棟ＳＢ－１

1848 柏市 病院・医院 医療法人社団ＮＴＭ ららぽーと柏の葉歯科クリニック 277-0871 柏市若柴１７５ららぽーと柏の葉本館３Ｆ
1849 柏市 病院・医院 医療法人社団康喜会 辻仲病院柏の葉 277-0871 柏市若柴１７８－２柏の葉キャンパス１４８街区６
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1850 柏市 病院・医院 医療法人社団ナイズ キャップスクリニック柏の葉 277-0871 柏市若柴１７８－４柏の葉キャンパス１４８街区１パークシティ柏の葉キャンパスザ・ゲートタワーウェスト

1851 柏市 病院・医院 医療法人社団感・即・動 柏の葉総合歯科 277-0871 柏市若柴178-4柏の葉キャンパス148街区2 ららぽーと柏の葉北館3Ｆ

1852 柏市 病院・医院 柏の葉内科・循環器クリニック 277-0871 柏市若柴１７８－４柏の葉キャンパス１４８街区２ ららぽーと柏の葉北館３階

1853 柏市 病院・医院 たかの歯科医院 277-0871 柏市若柴１－８１
1854 柏市 病院・医院 みやもとファミリークリニック 277-0871 柏市若柴２２６－４１アベニフ柏の葉２階
1855 柏市 病院・医院 福本クリニック 277-0024 柏市若葉町１１-１２
1856 柏市 病院・医院 東葛医療福祉センター光陽園 277-0053 柏市酒井根２４番地
1857 柏市 病院・医院 医療法人社団感・即・動 康本歯科クリニック 277-0872 柏市十余二１５５－１７
1858 柏市 病院・医院 宿連寺歯科クリニック 277-0826 柏市宿連寺４４３－１６
1859 柏市 病院・医院 ファミリークリニック成島 277-0826 柏市宿連寺関場２３－１
1860 柏市 病院・医院 医療法人社団葵会 柏たなか病院 277-0803 柏市小青田１－３－２
1861 柏市 病院・医院 山浦歯科医院 277-0835 柏市松ケ崎２２４－２１
1862 柏市 病院・医院 宮尾クリニック 277-0835 柏市松ヶ崎７２６-６
1863 柏市 病院・医院 柏ハートクリニック 277-0835 柏市松ヶ崎９９-３
1864 柏市 病院・医院 金谷医院 277-0827 柏市松葉町2-15-20
1865 柏市 病院・医院 松葉町内科クリニック 277-0827 柏市松葉町２－１５－８よしいビル１階
1866 柏市 病院・医院 尾崎整形外科 277-0827 柏市松葉町３－１５－１１
1867 柏市 病院・医院 野崎内科クリニック 277-0827 柏市松葉町３-２０-１２
1868 柏市 病院・医院 鈴木小児科医院 277-0827 柏市松葉町４－９－３
1869 柏市 病院・医院 あつさか皮膚科クリニック 277-0827 柏市松葉町４-９-５
1870 柏市 病院・医院 医療法人社団充寿会 おおくら医院 277-0084 柏市新柏１－１３－１０ニチイケアプラザ柏1F
1871 柏市 病院・医院 セイワ歯科医院 277-0084 柏市新柏１－１６－６
1872 柏市 病院・医院 医療法人社団中郷会 新柏クリニック糖尿病みらい 277-0084 柏市新柏１－４－５
1873 柏市 病院・医院 医療法人社団中郷会 新柏クリニック 277-0084 柏市新柏１－７
1874 柏市 病院・医院 社会医療法人社団蛍水会 名戸ヶ谷病院 277-0084 柏市新柏２－１－１
1875 柏市 病院・医院 柏中央眼科 277-0856 柏市新富町１－２－３１
1876 柏市 病院・医院 村松医院 277-0856 柏市新富町１－９－１４
1877 柏市 病院・医院 医療法人社団柏水会 初石病院 277-0885 柏市西原７－６－１
1878 柏市 病院・医院 中村内科クリニック 277-0885 柏市西原７-７-２１
1879 柏市 病院・医院 医療法人社団慶友会原整形外科眼科 277-0025 柏市千代田１-２-４３
1880 柏市 病院・医院 医療法人社団雄元会 東洋眼科医院・柏 277-0025 柏市千代田１－２－４８アネックス柏ビル５F
1881 柏市 病院・医院 にしまき歯科 277-0022 柏市泉町１５－１０
1882 柏市 病院・医院 医療法人社団聖秀会 サンクリニック 277-0052 柏市増尾台１－２－１
1883 柏市 病院・医院 金剛寺歯科クリニック 277-0052 柏市増尾台３-８-３４
1884 柏市 病院・医院 千葉・柏リハビリテーション病院 277-0902 柏市大井２６５１
1885 柏市 病院・医院 五味歯科医院 277-0902 柏市大井764-1
1886 柏市 病院・医院 石戸歯科医院 277-0902 柏市大井８４３－２
1887 柏市 病院・医院 医療法人社団大榎会 柏れんげクリニック 277-0837 柏市大山台２－１６
1888 柏市 病院・医院 やぎぬま眼科 277-0837 柏市大山台２－３－１モラージュ柏ＰａｒｔⅠ２０９
1889 柏市 病院・医院 花野井クリニック 277-0813 柏市大室１２１８-６
1890 柏市 病院・医院 医療法人社団翠柏会かしわ沼南みらいクリニック 277-0921 柏市大津ヶ丘１－４５－５
1891 柏市 病院・医院 森堂＆廣佐藤医院大津ヶ丘診療所 277-0921 柏市大津ケ丘3-18-5
1892 柏市 病院・医院 大津ヶ丘歯科クリニック 277-0921 柏市大津ヶ丘３-５-１
1893 柏市 病院・医院 医療法人社団雄元会 東洋眼科・胃腸内科・外科 277-0921 柏市大津ケ丘4-25-5
1894 柏市 病院・医院 小沼医院 277-0921 柏市大津ヶ丘４-２８-１
1895 柏市 病院・医院 国田歯科医院 277-0921 柏市大津ケ丘４－２９－７
1896 柏市 病院・医院 沼南耳鼻咽喉科アレルギー科医院 277-0922 柏市大島田３０５-５クレオビル２Ｆ
1897 柏市 病院・医院 柏まことクリニック 277-0023 柏市中央１ー２－２５矢羽根ビル２階
1898 柏市 病院・医院 医療法人社団大塚会 平成内科クリニック 277-0021 柏市中央町３－１
1899 柏市 病院・医院 ぶるーむの風診療所 277-0085 柏市中原１８１７－１
1900 柏市 病院・医院 逆井歯科医院 277-0042 柏市東逆井1-1-3岡本ビル2F
1901 柏市 病院・医院 兼坂歯科医院 277-0017 柏市東柏１－１２－１
1902 柏市 病院・医院 今村歯科医院 277-0034 柏市藤心１－１－３
1903 柏市 病院・医院 医療法人ユリシス会 ホームヘルスクリニック 277-0034 柏市藤心３－３－１４
1904 柏市 病院・医院 ふじ心よつ葉クリニック 277-0034 柏市藤心４－１２－１
1905 柏市 病院・医院 医療法人社団柏仁会 つのだ医院 277-0043 柏市南逆井４－１０－１
1906 柏市 病院・医院 医療法人社団碧水会 南増尾クリニック 277-0054 柏市南増尾1-14-14
1907 柏市 病院・医院 医療法人社団グッドヒルズ よしおかファミリークリニック 277-0054 柏市南増尾２２８０
1908 柏市 病院・医院 医療法人社団碧水会 誠和クリニック 277-0054 柏市南増尾４－３－２８
1909 柏市 病院・医院 八木沼皮フ科 277-0855 柏市南柏１-２-２中村ビル３Ｆ
1910 柏市 病院・医院 医療法人社団 誠明会 ACTデンタルクリニック 277-0855 柏市南柏１－５－１
1911 柏市 病院・医院 南柏眼科 277-0855 柏市南柏１－６－１２
1912 柏市 病院・医院 医療法人社団小羊会 南柏駅前クリニック 277-0855 柏市南柏１－８－１６
1913 柏市 病院・医院 医療法人社団創明会 柏整形外科クリニック 277-0855 柏市南柏２－４－２
1914 柏市 病院・医院 ふじせ内科クリニック 277-0075 柏市南柏中央１－６宇佐美ビル２Ｆ
1915 柏市 病院・医院 医療法人社団慈愛会 のぶさわ胃腸科クリニック 277-0075 柏市南柏中央２－９
1916 柏市 病院・医院 医療法人社団律友会 友ペインクリニック 277-0075 柏市南柏中央６－１三上ビル２階
1917 柏市 病院・医院 ひろクリニック 277-0075 柏市南柏中央６－３Ｓ５０９－ＫＩＮＧ ３０５
1918 柏市 病院・医院 医療法人社団柏曜会 南柏アイクリニック 277-0075 柏市南柏中央６－３Ｓ５０９ＫＩＮＧ３０１
1919 柏市 病院・医院 柏池松耳鼻咽喉科 277-0005 柏市柏１-１-７
1920 柏市 病院・医院 医療社団法人大成会 橋本眼科医院 277-0005 柏市柏１－１－７柏池松ビル１階
1921 柏市 病院・医院 医療法人財団松圓会 東葛クリニック柏 277-0005 柏市柏2-10-2-101the kashiwa tower
1922 柏市 病院・医院 医療法人社団千尋会 しみず眼科 277-0005 柏市柏２－８－２０シミズビル２階
1923 柏市 病院・医院 医療法人 巻石堂病院 277-0005 柏市柏３－１０－２８
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1924 柏市 病院・医院 医療法人社団昭和会 昭和医院 277-0005 柏市柏３－１１－８
1925 柏市 病院・医院 医療法人社団桐慈会 伊丹皮フ科クリニック 277-0005 柏市柏３－２－３３階
1926 柏市 病院・医院 医療法人社団清祥会 東山医院 277-0005 柏市柏３－３－３
1927 柏市 病院・医院 小児科皮膚科こまつざき医院 277-0005 柏市柏３-３-９
1928 柏市 病院・医院 医療法人社団ＹＤＣ 山田歯科クリニック 277-0005 柏市柏３－７－２６
1929 柏市 病院・医院 医療法人社団哲文会 玉田クリニック 277-0005 柏市柏3-9-21山崎ビル402号
1930 柏市 病院・医院 医療法人深町病院 277-0005 柏市柏４－１０－１１
1931 柏市 病院・医院 医療法人社団天宣会 天宣会循環器・睡眠呼吸クリニック 277-0005 柏市柏４－５－２１興膳第２ビル３階
1932 柏市 病院・医院 医療法人社団康尚会 富田医院 277-0005 柏市柏４－６－１
1933 柏市 病院・医院 医療法人社団康喜会 辻仲柏クリニック 277-0005 柏市柏４-８-１柏東口金子ビル６Ｆ
1934 柏市 病院・医院 小熊歯科医院 277-0005 柏市柏5-1-8
1935 柏市 病院・医院 いりえ歯科クリニック 277-0005 柏市柏６-８-３７
1936 柏市 病院・医院 医療法人社団順和会 柏東医院 277-0005 柏市柏９３７－２
1937 柏市 病院・医院 医療法人社団宏生会 クリニック柏の葉 277-0882 柏市柏の葉３－１－３４
1938 柏市 病院・医院 国立研究開発法人 国立がん研究センター東病院 277-0882 柏市柏の葉６－５－１
1939 柏市 病院・医院 東京慈恵会医科大学附属柏病院 277-0004 柏市柏下１６３－１
1940 柏市 病院・医院 医療法人社団天宣会 北柏リハビリ総合病院 277-0004 柏市柏下２６５
1941 柏市 病院・医院 公益財団法人 柏市医療公社医療センター 277-0004 柏市柏下６５－１柏市総合保健医療福祉施設内
1942 柏市 病院・医院 柏市立柏病院 277-0825 柏市布施１-３
1943 柏市 病院・医院 おかだクリニック 277-0825 柏市布施２１７１－１
1944 柏市 病院・医院 医療法人社団誠高会 おおたかの森病院 277-0863 柏市豊四季１１３
1945 柏市 病院・医院 医療法人社団大晟会 大和田ファミリークリニック 277-0863 柏市豊四季３０１－７
1946 柏市 病院・医院 たなか泌尿器・腎クリニック 277-0863 柏市豊四季５０８－８８ヴェルジュレス１階
1947 柏市 病院・医院 くわのクリニック 277-0845 柏市豊四季台１-３-１
1948 柏市 病院・医院 医療法人社団清風会 平野医院 277-0071 柏市豊住１－１－４５
1949 柏市 病院・医院 森永胃腸科外科 277-0071 柏市豊住４-４-３０
1950 柏市 病院・医院 医療法人社団団心会 トヨガミクリニック 277-0858 柏市豊上町9-1
1951 柏市 病院・医院 北かしわ眼科 277-0832 柏市北柏１－１－３
1952 柏市 病院・医院 医療法人社団ニコライ会 千代田ホワイト歯科 277-0832 柏市北柏１－２－６
1953 柏市 病院・医院 少名子耳鼻咽喉科 277-0832 柏市北柏１－２－７
1954 柏市 病院・医院 ふじさわ内科クリニック 277-0832 柏市北柏３－１－２ 寺田ビル２階
1955 柏市 病院・医院 医療法人社団共創会 北柏すごう整形外科 277-0832 柏市北柏３－１－２寺田ビル３Ｆ
1956 柏市 病院・医院 医療法人社団松仁会 北柏胃腸科外科 277-0832 柏市北柏３－２－６ロイヤルビル北柏２階
1957 柏市 病院・医院 柏なかおクリニック 277-0832 柏市北柏３ー５－３
1958 柏市 病院・医院 医療法人社団 聖山会 北柏ファミリークリニック 277-0832 柏市北柏５－３－３
1959 柏市 病院・医院 のぞみの花クリニック 277-0836 柏市北柏台３－１６ベルハイム北柏台１０３号
1960 柏市 病院・医院 医療法人社団英正会 ひまわり眼科 277-0842 柏市末広町１－１柏高島屋ステーションモールＳ館８階
1961 柏市 病院・医院 榎本歯科 277-0842 柏市末広町１２－７
1962 柏市 病院・医院 医療法人聖峰会 岡田病院 277-0842 柏市末広町２－１０
1963 柏市 病院・医院 柏駅前内科・皮ふ科 277-0842 柏市末広町４－１神崎ビル５階
1964 柏市 病院・医院 医療法人社団順邦会 飯島整形外科 277-0842 柏市末広町6-1セントラルウエルネスクラブ柏ビル1階
1965 柏市 病院・医院 医療法人社団マハロ会 柏などがや歯科クリニック 277-0032 柏市名戸ケ谷741-18
1966 柏市 病院・医院 医療法人社団 藤木医院 277-0843 柏市明原1-5-14
1967 柏市 病院・医院 ヤマクリニック 277-0843 柏市明原２－１－９
1968 柏市 病院・医院 柏ひふ科 277-0843 柏市明原２-２-１８丸喜ビル１階
1969 柏市 病院・医院 医療法人社団柏岸会 あけはら眼科 277-0843 柏市明原３－１－１８
1970 柏市 病院・医院 新保クリニック 277-0843 柏市明原３-３-１２折戸ビル１階
1971 柏市 病院・医院 大越歯科クリニック 277-0843 柏市明原３－４－１７
1972 柏市 病院・医院 医療法人社団双樹会 古田医院 277-0843 柏市明原３－８－２１
1973 柏市 病院・医院 医療法人社団悠翔会 在宅クリニック柏 277-0843 柏市明原4-10-12ココファン明原１階


