
【令和3年2月19日現在】

１　接種施設数

基本型 連携型 計

①千葉 8 37 45

②東葛南部 14 51 65

③東葛北部 15 44 59

④印旛 10 61 71

⑤香取海匝 5 15 20

⑥山武長生夷隅 7 19 26

⑦安房 3 12 15

⑧君津 6 14 20

⑨市原 3 11 14

71 264 335

２　基本型・連携型接種施設一覧

3月以降にディープフリーザーが配置され基本型接種施設となる施設は、本表においては連携型接種施設に記載しています。

※印の施設は自前のディープフリーザーを使用する施設です。

令和3年2月1日現在で公表した以降に追加となった施設は網掛けしています。
①千葉医療圏

区分 所在地 区分 医療機関名 所在地
1 公的 千葉大学医学部附属病院 中央区 公的 国立病院機構千葉医療センター 中央区
2 公的 千葉県がんセンター 中央区 公的 JCHO千葉病院 中央区
3 公的 千葉市立青葉病院 中央区 公的 国立病院機構千葉東病院 中央区
4 公的 千葉市立海浜病院 美浜区 公的 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構ＱＳＴ病院 稲毛区
5 民間 三愛記念病院 中央区 公的 国立病院機構下総精神医療センター 緑区
6 民間 おゆみの中央病院 緑区 公的 千葉県救急医療センター 美浜区
7 診療所 千葉ポートメディカルクリニック ※ 美浜区 公的 千葉県精神科医療センター 美浜区
8 診療所 ちば県民保健予防財団 美浜区 公的 千葉県こども病院 緑区
9 公的 千葉県リハビリテーションセンター 緑区
10 民間 千葉メディカルセンター 中央区
11 民間 斎藤労災病院 中央区
12 民間 木村病院 中央区
13 民間 中村古峡記念病院 中央区
14 民間 井上記念病院 中央区
15 民間  千葉みなとリハビリテーション病院 中央区
16 民間 千葉みなと病院 中央区
17 民間 三橋病院 中央区
18 民間 柏戸病院 中央区
19 民間 石郷岡病院 中央区
20 民間 最成病院 花見川区
21 民間 平山病院 花見川区
22 民間 幸有会記念病院 花見川区
23 民間 千葉健生病院 花見川区
24 民間 稲毛病院 稲毛区
25 民間 富家千葉病院 稲毛区
26 民間 山王病院 稲毛区
27 民間 千葉脳神経外科病院 稲毛区
28 民間 千葉中央メディカルセンター 若葉区
29 民間 総泉病院 若葉区
30 民間 泉中央病院 若葉区
31 民間 みつわ台総合病院 若葉区
32 民間 篠﨑病院 若葉区
33 民間 千葉南病院 緑区
34 民間 みどりのは葉記念病院 緑区
35 民間 みはま病院 美浜区
36 民間 自動車事故対策機構千葉療護センター 美浜区
37 診療所 ポートスクエア柏戸クリニック 美浜区

新型コロナウイルス感染症予防接種体制整備に係る施設一覧

医療圏
接種施設数

合計

No. 医療機関等名
基本型接種施設 連携型接種施設



②東葛南部医療圏

区分 所在地 区分 医療機関名 所在地
1 公的 船橋市立医療センター 船橋市 公的 国立国際医療研究センター国府台病院 市川市
2 公的 千葉県済生会習志野病院 習志野市 公的 JCHO船橋中央病院 船橋市
3 民間 東京歯科大学市川総合病院 市川市 公的 船橋市立リハビリテーション病院 船橋市
4 民間 タムス市川リハビリテーション病院 市川市 民間 大野中央病院 市川市
5 民間 行徳総合病院 市川市 民間 国際医療福祉大学市川病院 市川市
6 民間 船橋二和病院 船橋市 民間 大村病院 市川市
7 民間 千葉徳洲会病院 船橋市 民間 一条会病院 市川市
8 民間 山口病院 船橋市 民間 行徳中央病院 市川市
9 民間 滝不動病院 船橋市 民間 式場病院 市川市
10 民間 東京女子医科大学附属八千代医療センター 八千代市 民間 安藤病院 市川市
11 民間 沖縄徳洲会鎌ケ谷総合病院 鎌ケ谷市 民間 市川東病院 市川市
12 民間 タムス浦安病院 浦安市 民間 中山病院 市川市
13 民間 順天堂大学医学部附属浦安病院 浦安市 民間 船橋北病院 船橋市
14 その他 八千代市保健センター 八千代市 民間 共立習志野台病院 船橋市
15 民間 東船橋病院 船橋市
16 民間 大島記念嬉泉病院 船橋市
17 民間 同和会千葉病院 船橋市
18 民間 セコメディック病院 船橋市
19 民間 北習志野花輪病院 船橋市
20 民間 船橋整形外科病院 船橋市
21 民間 板倉病院 船橋市
22 民間 高根台病院 船橋市
23 民間 吉栄会下総病院 船橋市
24 民間 いけだ病院 船橋市
25 民間 総武病院 船橋市
26 民間 青山病院 船橋市
27 民間 船橋総合病院 船橋市
28 民間 津田沼中央総合病院 習志野市
29 民間 谷津保健病院 習志野市
30 民間 習志野第一病院 習志野市
31 民間 和康会三橋病院 習志野市
32 民間 勝田台病院 八千代市
33 民間 しのだの森ホスピタル 八千代市
34 民間 八千代リハビリテーション病院 八千代市
35 民間 八千代病院 八千代市
36 民間 新八千代病院 八千代市
37 民間 島田台総合病院 八千代市
38 民間 小池病院 八千代市
39 民間 踏青会下総病院 八千代市
40 民間 セントマーガレット病院 八千代市
41 民間 秋元病院 鎌ケ谷市
42 民間 第２北総病院 鎌ケ谷市
43 民間 東邦鎌谷病院 鎌ケ谷市
44 民間 初富保健病院 鎌ケ谷市
45 民間 浦安中央病院 浦安市
46 民間 康栄会浦安病院 浦安市
47 民間 東京ベイ・浦安市川医療センター 浦安市
48 診療所 行徳中央クリニック 市川市
49 診療所 ROSEGARDENクリニック 八千代市
50 診療所 鎌ケ谷セントラルクリニック 鎌ケ谷市
51 診療所 新浦安虎の門クリニック 浦安市

連携型接種施設No. 医療機関等名
基本型接種施設



③東葛北部医療圏

区分 所在地 区分 医療機関名 所在地
1 公的 松戸市立総合医療センター ※ 松戸市 公的 国立がん研究センター東病院 柏市
2 民間 千葉西総合病院 松戸市 公的 松戸市立福祉医療センター東松戸病院 松戸市
3 民間 新松戸中央総合病院 松戸市 公的 市立柏病院 柏市
4 民間 新東京病院 松戸市 民間 常盤平中央病院 松戸市
5 民間 東葛クリニック病院 松戸市 民間 松戸リハビリテーション病院 松戸市
6 民間 キッコーマン総合病院 野田市 民間 オーククリニックフォーミズ病院 松戸市
7 民間 小張総合病院 野田市 民間 恩田第二病院 松戸市
8 民間 東京慈恵会医科大学附属柏病院 柏市 民間 三和病院 松戸市
9 民間 おおたかの森病院 柏市 民間 小板橋病院 松戸市
10 民間 名戸ヶ谷病院 柏市 民間 山本病院 松戸市
11 民間 柏厚生総合病院 柏市 民間 大倉記念病院 松戸市
12 民間 名戸ヶ谷あびこ病院 我孫子市 民間 日本大学松戸歯学部付属病院 松戸市
13 民間 我孫子聖仁会病院 我孫子市 民間 松戸牧の原病院 松戸市
14 民間 平和台病院 ※ 我孫子市 民間 松戸整形外科病院 松戸市
15 診療所 流山市平日夜間・休日診療所 流山市 民間 旭神経内科リハビリテーション病院 松戸市
16 民間 五香病院 松戸市
17 民間 野田中央病院 野田市
18 民間 啓心会岡田病院 野田市
19 民間 木野崎病院 野田市
20 民間 東葛飾病院 野田市
21 民間 野田病院 野田市
22 民間 江戸川病院 野田市
23 民間 東葛医療福祉センター光陽園 柏市
24 民間 深町病院 柏市
25 民間 北柏リハビリ総合病院 柏市
26 民間 聖峰会岡田病院 柏市
27 民間 聖光ヶ丘病院 柏市
28 民間 初石病院 柏市
29 民間 くぼのやウィメンズホスピタル 柏市
30 民間 辻仲病院柏の葉 柏市
31 民間 柏たなか病院 柏市
32 民間 千葉・柏リハビリテーション病院 柏市
33 民間 手賀沼病院 柏市
34 民間 巻石堂病院 柏市
35 民間 江陽台病院 流山市
36 民間 千葉愛友会記念病院 流山市
37 民間 流山中央病院 流山市
38 民間 東葛病院 流山市
39 民間 柏の葉北総病院 流山市
40 民間 我孫子つくし野病院 我孫子市
41 民間 アビコ外科整形外科病院 我孫子市
42 民間 東葛辻仲病院 我孫子市
43 民間 我孫子東邦病院 我孫子市
44 民間 天王台消化器病院 我孫子市

基本型接種施設 連携型接種施設No. 医療機関等名



④印旛医療圏

区分 所在地 区分 医療機関名 所在地
1 公的 国立病院機構下志津病院 四街道市 民間 鳳生会成田病院 成田市
2 公的 成田赤十字病院 成田市 民間 成田リハビリテーション病院 成田市
3 民間 国際医療福祉大学成田病院 成田市 民間 大栄病院 成田市
4 民間 聖隷佐倉市民病院 佐倉市 民間 聖マリア記念病院 成田市
5 民間 東邦大学医療センター佐倉病院 佐倉市 民間 佐倉中央病院 佐倉市
6 民間 新八街総合病院 八街市 民間 佐倉厚生園病院 佐倉市
7 民間 日本医科大学千葉北総病院 印西市 民間 佐倉整形外科病院 佐倉市
8 民間 印西総合病院 印西市 民間 栗山中央病院 四街道市
9 民間 北総白井病院 白井市 民間 四街道さくら病院 四街道市
10 民間 成田富里徳洲会病院 富里市 民間 四街道徳洲会病院 四街道市
11 民間 南八街病院 八街市
12 民間 誠和会長谷川病院 八街市
13 民間 海保病院 八街市
14 民間 白井聖仁会病院 白井市
15 民間 千葉白井病院 白井市
16 民間 日吉台病院 富里市
17 民間 千葉しすい病院 酒々井町
18 民間 北総栄病院 栄町
19 診療所 伊藤医院 成田市
20 診療所 黒田内科診療所 成田市
21 診療所 小田内科医院 成田市
22 診療所 国保医院 成田市
23 診療所 石原医院 成田市
24 診療所 みはま成田クリニック 成田市
25 診療所 京増内科クリニック 成田市
26 診療所 小林クリニック 佐倉市
27 診療所 望月クリニック 佐倉市
28 診療所 さくら胃と腸のクリニック 佐倉市
29 診療所 志津クリニック 佐倉市
30 診療所 天本クリニック 佐倉市
31 診療所 内田医院 佐倉市
32 診療所 こしべクリニック 佐倉市
33 診療所 みやけクリニック 佐倉市
34 診療所 宍戸内科医院 佐倉市
35 診療所 みはま佐倉クリニック 佐倉市
36 診療所 スマイルキッズクリニック 佐倉市
37 診療所 いとうクリニック 佐倉市
38 診療所 すげのやクリニック 佐倉市
39 診療所 そはら整形外科 四街道市
40 診療所 こばやしクリニック 四街道市
41 診療所 しばクリニック 四街道市
42 診療所 やちまた皮膚科 八街市
43 診療所 八街こどもクリニック 八街市
44 診療所 関医院 八街市
45 診療所 日野耳鼻咽喉科医院 八街市
46 診療所 湯沢クリニック 八街市
47 診療所 遠藤内科医院 八街市
48 診療所 おかにわクリニック 印西市
49 診療所 清宮クリニック 印西市
50 診療所 すずき小倉台医院 印西市
51 診療所 千葉ニュータウンクリニック 印西市
52 診療所 もりや内科・呼吸器科クリニック 白井市
53 診療所 白井由井内科 白井市
54 診療所 西白井クリニック 白井市
55 診療所 徳田クリニック 白井市
56 診療所 瀬野外科胃腸科医院 白井市
57 診療所 東葉クリニックエアポート 富里市
58 診療所 みやび内科クリニック 富里市
59 診療所 龍岡クリニック 富里市
60 診療所 酒々井虎の門クリニック 酒々井町
61 診療所 おがわ内科 栄町

No. 医療機関等名
連携型接種施設基本型接種施設



⑤香取海匝医療圏

区分 所在地 区分 医療機関名 所在地
1 公的 千葉県立佐原病院 香取市 公的 香取おみがわ医療センター 香取市
2 公的 総合病院国保旭中央病院 旭市 公的 国保多古中央病院 多古町
3 公的 国保匝瑳市民病院 匝瑳市 公的 東庄町国民健康保険東庄病院 東庄町
4 その他 銚子市保健福祉センター 銚子市 公的 銚子市立病院 銚子市
5 その他 旭市飯岡保健センター 旭市 民間 島田総合病院 銚子市
6 民間 たむら記念病院 銚子市
7 民間 内田病院 銚子市
8 民間 兒玉病院 銚子市
9 民間 海上寮療養所 旭市
10 民間 田辺病院 旭市
11 民間 聖母療育園 旭市
12 民間 九十九里ホーム病院 匝瑳市
13 民間 栗源病院 香取市
14 民間 イムス佐原リハビリテーション病院 香取市
15 民間 本多病院 香取市
⑥山武長生夷隅医療圏

区分 所在地 区分 医療機関名 所在地
1 公的 公立長生病院 茂原市 公的 国保大網病院 大網白里市
2 公的 東千葉メディカルセンター 東金市 公的 東陽病院 横芝光町
3 公的 さんむ医療センター 山武市 民間 君塚病院 茂原市
4 公的 いすみ医療センター いすみ市 民間 山之内病院 茂原市
5 民間 髙根病院 ※ 芝山町 民間 鈴木神経科病院 茂原市
6 その他 東金市保健福祉センター 東金市 民間 菅原病院 茂原市
7 その他 大網白里市保健センター 大網白里市 民間 茂原神経科病院 茂原市
8 民間 宍倉病院 茂原市
9 民間 茂原中央病院 茂原市
10 民間 浅井病院 東金市
11 民間 塩田病院 勝浦市
12 民間 岬病院 いすみ市
13 民間 季美の森リハビリテーション病院 大網白里市
14 民間 九十九里病院 九十九里町
15 民間 塩田記念病院 長柄町
16 民間 聖光会病院 長柄町
17 民間 大多喜病院 大多喜町
18 民間 川崎病院 大多喜町
19 診療所 勝浦整形外科クリニック 勝浦市
⑦安房医療圏

区分 所在地 区分 医療機関名 所在地
1 公的 南房総市立富山国保病院 南房総市 公的 鴨川市立国保病院 鴨川市
2 民間 安房地域医療センター 館山市 公的 鋸南町国民健康保険鋸南病院 鋸南町
3 民間 亀田総合病院 鴨川市 民間 北条病院 館山市
4 民間 田村病院 館山市
5 民間 小林病院 館山市
6 民間 館山病院 館山市
7 民間 東条病院 鴨川市
8 民間 エビハラ病院 鴨川市
9 民間 小田病院 鴨川市
10 民間 三芳病院 南房総市
11 民間 中原病院 南房総市
12 診療所 亀田ファミリークリニック館山 館山市

連携型接種施設

連携型接種施設基本型接種施設

No. 医療機関等名
連携型接種施設基本型接種施設

No. 医療機関等名

No. 医療機関等名

基本型接種施設



⑧君津医療圏

区分 所在地 区分 医療機関名 所在地
1 公的 国保直営総合病院君津中央病院 木更津市 民間 木更津病院 木更津市
2 公的 国保直営君津中央病院大佐和分院 富津市 民間 高名清養病院 木更津市
3 民間 重城病院 ※ 木更津市 民間 木更津東邦病院 木更津市
4 民間 上総記念病院 木更津市 民間 萩原病院 木更津市
5 民間 袖ケ浦さつき台病院 袖ケ浦市 民間 加藤病院 木更津市
6 その他 君津市保健福祉センター 君津市 民間 薬丸病院 木更津市
7 民間 石井病院 木更津市
8 民間 アクアリハビリテーション病院 木更津市
9 民間 玄々堂君津病院 君津市
10 民間 鈴木病院 君津市
11 民間 君津山の手病院 君津市
12 民間 千葉芙蓉病院 君津市
13 民間 三枝病院 富津市
14 民間 東病院 富津市
⑨市原医療圏

区分 所在地 区分 医療機関名 所在地
1 公的 千葉県循環器病センター 市原市 公的 千葉労災病院 市原市
2 民間 帝京大学ちば総合医療センター 市原市 民間 市原鶴岡病院 市原市
3 民間 鎗田病院 市原市 民間 磯ヶ谷病院 市原市
4 民間 リハビリテーション病院さらしな 市原市
5 民間 辰巳病院 市原市
6 民間 姉崎病院 市原市
7 民間 永野病院 市原市
8 民間 五井病院 市原市
9 民間 長谷川病院 市原市
10 診療所 白金整形外科クリニック 市原市
11 診療所 やりたクリニック 市原市

No. 医療機関等名

No. 医療機関等名
連携型接種施設

連携型接種施設基本型接種施設

基本型接種施設


