千葉県
（平成30年度）実施機関一覧表
実施機関名

所在地

電話番号

社会福祉法人太陽会 安房地域医療センター

千葉県館山市山本1155番地

0470-25-5120

医療法人社団福生会 斎藤労災病院

千葉県千葉市中央区道場南1丁目12番7号

043-224-7601

医療法人社団廣生会 関東予防医学診療所

千葉県市川市欠真間2-17-7

047-358-2397

医療法人社団直心会 轟健康クリニック

千葉県千葉市中央区汐見丘町23番1号

043-203-6664

一般財団法人柏戸記念財団 長洲柏戸クリニック

千葉県千葉市中央区長洲2-20-27

043-222-2873

一般社団法人千葉衛生福祉協会千葉診療所

千葉県千葉市中央区院内1丁目8番12号

043-224-2255

ちば県民保健予防財団 総合健診センター

千葉県千葉市美浜区新港32番14号

043-246-0265

飯倉医院

千葉県旭市新町333

0479-63-1515

医療法人社団 浜医院

千葉県旭市江ヶ崎1654－35

0479-63-2331

冨岡クリニック

千葉県旭市二の2773－1

0479-74-8081

医療法人社団筑紫会 青葉クリニック

千葉県旭市イの4644

0479-60-5005

樹クリニック

千葉県旭市ロの1535－1

0479-62-6878

医療法人社団カメリア会 江畑医院

千葉県旭市蛇園2532－3

0479-55-3110

医療法人社団 ゆうきクリニック

千葉県旭市後草3288－4

0479-50-2555

医療法人緑生会あびこクリニック

千葉県我孫子市我孫子4-3-25

04-7184-0321

医療法人財団東京勤労者医療会あびこ診療所

千葉県我孫子市柴崎台2-1-3

04-7181-7007

医療法人社団聖仁会我孫子聖仁会病院

千葉県我孫子市柴崎1300

04-7181-1100

我孫子つくし野病院

千葉県我孫子市つくし野131-1

04-7184-2211

医療法人社団太公会我孫子東邦病院

千葉県我孫子市我孫子1851-1

04-7182-8166

石橋クリニック

千葉県我孫子市本町1-3-7

04-7181-7711

一瀬医院

千葉県我孫子市つくし野6-1-7

04-7185-2321

いとう内科循環器科

千葉県我孫子市我孫子1-1-22 3F

04-7181-3226

医療法人社団遠藤クリニック

千葉県我孫子市我孫子1-13-6

04-7184-0232

小倉外科内科

千葉県我孫子市柴崎台3-19-22

04-7182-0165

くらさわクリニック

千葉県我孫子市本町2-5-13

04-7185-3535

ケアナーシングワイズ外科内科クリニック

千葉県我孫子市柴崎台4-1-34 プレジデンス細川101

04-7179-0071

医療法人社団順我会高野山胃腸科内科

千葉県我孫子市高野山285-3

04-7184-0211

佐藤内科医院

千葉県我孫子市湖北台3-12-5

04-7187-1133

竹田内科医院

千葉県我孫子市つくし野6-5-1

04-7185-0225

天王台こども・おとしよりクリニック

千葉県我孫子市天王台3-22-10

04-7182-5071

医療法人社団聖和会天王台消化器病院

千葉県我孫子市柴崎台1-18-38

04-7185-1199

天王台依田内科クリニック

千葉県我孫子市天王台2-2-1

04-7184-2221

医療法人社団康喜会東葛辻仲病院

千葉県我孫子市根戸946-1

04-7184-9000

長田内科胃腸科

千葉県我孫子市布佐1-13-6

04-7189-3101

中山クリニック

千葉県我孫子市本町2-2-14

04-7185-1048

社会医療法人社団蛍水会名戸ヶ谷あびこ病院

千葉県我孫子市我孫子1855-1

04-7157-2233

並木七丁目診療所

千葉県我孫子市並木7-1-32

04-7184-8176

医療法人社団親切堂成広医院

千葉県我孫子市布佐845-1

04-7187-4610

新田医院

千葉県我孫子市本町2-4-3 弥生ビル3F

04-7186-3387

貫井医院

千葉県我孫子市並木8-17-4

04-7184-5555

医療法人社団優朗会根戸クリニック

千葉県我孫子市根戸1747-6

04-7190-5705

花島内科クリニック

千葉県我孫子市中峠1256-2

04-7181-5150

ふさ聖仁会クリニック

千葉県我孫子市布佐2195-2

04-7189-1100

船戸内科医院

千葉県我孫子市船戸2-1-10

04-7181-2300

医療法人社団創造会平和台病院

千葉県我孫子市布佐834-28

04-7189-1119

星野医院

千葉県我孫子市湖北台1-5-7

04-7188-2248

医療法人社団湖仁会ほしの脳神経クリニック

千葉県我孫子市我孫子4-43-17

04-7182-7171

よつばクリニック

千葉県我孫子市我孫子4-1-7 パークヒルズアビコ

04-7157-1117

千葉県1

実施機関名

所在地

電話番号

わくい泌尿器科医院

千葉県我孫子市柴崎台2-8-19

04-7185-0911

わたなべファミリークリニック

千葉県我孫子市我孫子2-3-2 RSCパークビル1F

04-7183-1132

鋸南町国民健康保険鋸南病院

千葉県安房郡鋸南町保田359番地

0470-55-2125

医療法人社団謙聖会 吉田外科内科

千葉県いすみ市岬町椎木470

0470-87-5835

大原台クリニック

千葉県いすみ市大原台424-4

0470-62-9500

医療法人社団伸翠会 山本医院

千葉県いすみ市岬町東中滝719-3

0470-87-9531

医療法人社団 斉藤医院

千葉県いすみ市小沢2532番地

0470-63-1821

草壁医院

千葉県いすみ市大原8678

0470-62-0037

医療法人大原会 大原医院

千葉県いすみ市大原8773

0470-62-2221

二階堂医院

千葉県市川市本行徳２６－１２

047-357-5156

医療法人財団明理会行徳総合病院

千葉県市川市本行徳５５２５－２

047-395-1151

いなだクリニック

千葉県市川市妙典４－３－１０ ベルメゾン２０１

047-358-2260

医療法人社団井手ハートクリニック

千葉県市川市妙典４－１０－２８ クリサンテーム妙典２

047-357-3686

いまい醫院

千葉県市川市妙典４－１４－１

047-318-2635

姚医院

千葉県市川市塩焼２－２－４７

047-396-0862

竜崎医院

千葉県市川市富浜２－３－２４

047-358-7300

医療法人社団馨仁会妙典内科クリニック

千葉県市川市富浜２－１４－４ ヴァンテアン３０２号

047-307-6655

ひらかわクリニック

千葉県市川市末広１－１５－６

047-307-7070

金川医院

千葉県市川市宝１－２－１

047-396-2011

医療法人社団恩明会塩浜宮崎医院

千葉県市川市塩浜４－２－８－２０２

047-398-3383

岩沢医院

千葉県市川市湊新田１－９－５

047-356-6220

かわの内科循環器クリニック

千葉県市川市行徳駅前１－１３－１８

047-704-8676

仁整形外科

千葉県市川市行徳駅前２－１－１１-２Ｆ

047-356-6651

内科行徳診療所

千葉県市川市行徳駅前２－１６－６ ニューハイム角重２Ｆ

047-357-6762

なかさこ医院

千葉県市川市行徳駅前２－１７－２－１F

047-356-5678

安藤病院

千葉県市川市行徳駅前２－２０－１８

047-359-1201

医療法人社団新穂会行徳フラワー通りクリニック

千葉県市川市行徳駅前２－２５－５

047-306-9307

医療法人社団誠安会あべ内科クリニック

千葉県市川市行徳駅前４－２３－６

047-300-2277

中島整形外科

千葉県市川市日之出４－１８

047-390-2111

医療法人友康会行徳中央クリニック

千葉県市川市新浜１－１１－１

047-395-8711

医療法人社団あいおいクリニック

千葉県市川市南行徳１－１６－８

047-306-7878

吉田小児科医院

千葉県市川市南行徳１－１７－８ エステートＩ．Ａビル１F

047-397-0101

南行徳整形外科内科

千葉県市川市南行徳１－１８－６

047-701-0105

ふるや内科クリニック

千葉県市川市南行徳１－１８－６－１D

047-357-0101

医療法人社団悠水会うちだ内科クリニック

千葉県市川市南行徳３－１－２ 宮崎ビル１

047-398-6500

小林医院

千葉県市川市南行徳４－１－３

047-396-7065

いわせ医院

千葉県市川市香取２－９－１３

047-397-5950

医療法人社団青峯会医聖よろずクリニック

千葉県市川市相之川１－８－１

047-358-3070

相之川慶信会医院

千葉県市川市相之川１－１８－１２

047-356-0055

成毛医院

千葉県市川市相之川３－１－２２

047-358-2001

南行徳駅前クリニック

千葉県市川市相之川４－５－８ ２F

047-358-1114

ベリークリニック

千葉県市川市相之川４－１４－１０－１０１

047-358-6318

いまいクリニック

千葉県市川市相之川４－１４－５－２Ｆ

047-701-1166

医療法人社団御波会面野医院

千葉県市川市相之川４－１５－１

047-358-7258

医療法人社団紫苑会たかはしクリニック

千葉県市川市相之川４－１５－３－２Ｆ

047-359-7151

医療法人社団聖進会市川東病院

千葉県市川市二俣２－１４－３

047-327-3355

原木医院

千葉県市川市原木１－８－８

047-328-8877

医療法人社団大沢医院

千葉県市川市原木２－１３－２８

047-327-1023

市川コルトンクリニック

千葉県市川市鬼高１－１－１ ニッケコルトンプラザ１F

047-377-1707

医療法人社団恵愛会小谷整形外科

千葉県市川市鬼高２－１２－４

047-333-0002

おにたか武田クリニック

千葉県市川市鬼高２－２２－１８

047-333-6160
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実施機関名

所在地

電話番号

伊藤内科医院

千葉県市川市八幡１－１６－１６

047-332-1151

おだなか医院

千葉県市川市八幡２-５-８ ｶﾞﾚﾘｱ・ｻｰﾗ106

047-302-7691

たなか胃腸クリニック本八幡

千葉県市川市八幡３－３－３ アイビスビルB1F

047-314-1110

医療法人社団みつはしクリニック

千葉県市川市八幡３－５－１ キャピタルタワー２Ｆ

047-323-8070

秀栄クリニック

千葉県市川市八幡３－２０－１１

047-323-0100

加藤外科内科クリニック

千葉県市川市八幡３－２６－３

047-324-7070

田﨑クリニック

千葉県市川市八幡４－４－７

047-333-3800

大塚医院

千葉県市川市八幡４－９－７

047-334-4549

医療法人社団吉岡産婦人科医院

千葉県市川市八幡５－７－２２

047-334-4760

上井内科胃腸科医院

千葉県市川市八幡６－５－１８

047-334-4707

福田医院

千葉県市川市鬼越２－１－７ 福田ビル

047-334-4355

小林呼吸器科外科医院

千葉県市川市南八幡１－２０－１４

047-378-2766

大倉内科小児科医院

千葉県市川市南八幡３－６－９

047-378-1002

高中医院

千葉県市川市南八幡４－１－７－４０１

047-370-8777

おおわだ内科呼吸器内科

千葉県市川市南八幡４－７－１３ シャンポール本八幡２０３

047-379-6661

若葉クリニック

千葉県市川市南八幡４－１０－１６

047-314-0900

医療法人社団平静会大村病院

千葉県市川市南八幡４－１４－２

047-377-3111

吉野外科

千葉県市川市南八幡５－１０－１０

047-379-0211

本八幡クリニック

千葉県市川市南八幡５－１１－１４

047-370-2222

きし内科クリニック

千葉県市川市大和田２－１３－２６

047-314-2001

医療法人社団康友会おおわだ佐多クリニック

千葉県市川市大和田３－２５－８

047-377-1556

医療法人社団市川クリニック

千葉県市川市平田１－１７－１９

047-322-5570

松上胃腸科医院

千葉県市川市平田２－７－９

047-322-3718

大谷医院

千葉県市川市平田４－４－１

047-377-0511

千葉県勤労者医療協会市川市民診療所

千葉県市川市大洲４－１０－２１

047-376-2788

とば内科クリニック

千葉県市川市市川南１－８－６ YSDビル３１０

047-323-2222

やまもと消化器内科・肛門科

千葉県市川市市川南１－１０－１ ｻﾞ・ﾀﾜｰｽﾞｳｴｽﾄ２１６

047-325-7031

目時クリニック

千葉県市川市市川南３－３－２３

047-321-1787

木下内科クリニック

千葉県市川市市川１－１－１ メトロプラザ３Ｆ

047-326-6635

松宮クリニック

千葉県市川市市川１－１－１ メトロプラザ３Ｆ

047-326-6608

さとうメディカルクリニック

千葉県市川市市川１－１０－２－１階

047-323-1166

医療法人社団国井整形外科

千葉県市川市市川１－１７－７

047-322-2622

医療法人社団仁績会玉井医院

千葉県市川市市川１－２６－６

047-322-2067

市川医院

千葉県市川市市川１－８－１ 今泉ビル４Ｆ

047-322-4214

平野胃腸・乳腺クリニック

千葉県市川市市川１－８－５ アドヒル４Ｆ

047-325-3717

医療法人社団安誠会やすはら内科クリニック

千葉県市川市市川２－１－１－１０１

047-325-8882

医療法人社団慈恩会吉岡医院

千葉県市川市市川２－２８－１５

047-326-7760

井上医院

千葉県市川市市川４－３－９

047-373-2351

半沢クリニック

千葉県市川市市川４－５－１０ 国府台ステイツ１Ｆ

047-372-4600

渡辺医院

千葉県市川市新田１－２－１４

047-322-7159

医療法人社団真宏会さたクリニック

千葉県市川市新田３－２３－１６

047-377-1553

ふくざわ内科クリニック

千葉県市川市新田４－７－９ 勝ビル２Ｆ

047-393-6200

尾林内科医院

千葉県市川市新田４－１２－１３

047-377-2174

吉田医院

千葉県市川市新田５－１０－２０

047-322-2131

ファミリークリニック大町植竹医院

千葉県市川市大町２７１

047-337-3315

大柏内科クリニック

千葉県市川市大町４８９－１１

047-320-7887

島田クリニック

千葉県市川市南大野２－１２－６

047-337-0098

ひさきファミリークリニック

千葉県市川市大野町２－１０７－１

047-303-8000

医療法人社団初和会加藤医院

千葉県市川市大野町３－２４５

047-338-5555

滝沢医院

千葉県市川市北方町４－２４０５

047-338-7575

長浜クリニック

千葉県市川市若宮２－１３－６

047-333-5010
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医療法人社団鴻翠会柏の森クリニック

千葉県市川市若宮３－４０－２９

047-302-3888

医療法人静和会中山病院

千葉県市川市中山２－１０－２

047-334-3480

医療法人社団木暮医院

千葉県市川市高石神１８－６

047-334-6590

越田医院内科外科ペインクリニック

千葉県市川市高石神３５－８

047-334-2551

熊谷外科整形外科医院

千葉県市川市高石神３９－７

047-334-3625

小林医院

千葉県市川市北方１－９－１４

047-334-2525

医療法人社団菊池外科医院

千葉県市川市北方１－１７－２３

047-334-5788

たていし内科

千葉県市川市北方２－５－１２

047-334-0077

藤巻クリニック

千葉県市川市北方２－７－１６

047-333-6351

山本内科小児科医院

千葉県市川市下貝塚１－１７－８

047-371-0022

大野中央病院

千葉県市川市下貝塚３－２０－３

047-374-0011

とつか内科クリニック

千葉県市川市宮久保１－１５－２

047-374-8080

佐々木内科医院

千葉県市川市宮久保２－１－２７

047-371-3900

医療法人社団あきつ会鈴木医院

千葉県市川市宮久保３－４－２０

047-373-5555

篠塚医院

千葉県市川市東菅野１－５－２

047-322-5870

松丸メディカルクリニック

千葉県市川市東菅野１－１５－１

047-325-0270

東菅野診療所

千葉県市川市東菅野１－３３－７

047-333-0318

医療法人社団慈正会日比医院

千葉県市川市東菅野２－５－２２

047-322-0853

斎藤産婦人科・眼科

千葉県市川市東菅野５－１５－２２

047-337-1103

上白土ハートクリニック

千葉県市川市菅野１－７－１３

047-325-7575

門田整形外科医院

千葉県市川市須和田１－２３－１２

047-374-1221

小菅医院

千葉県市川市須和田１－２４－１５

047-371-4307

土橋医院

千葉県市川市真間１－３－２２

047-322-3205

茆原内科医院

千葉県市川市真間２－１－２

047-324-2800

廣瀬医院

千葉県市川市真間２－１１－１８

047-322-2327

竹内クリニック

千葉県市川市真間２－１２－１９

047-322-6470

たきあ胃腸科クリニック

千葉県市川市国府台５－９－１２

047-372-9832

国際医療福祉大学市川病院

千葉県市川市国府台６－１－１４

047-375-1111

医療法人社団慶桜会かねこ医院

千葉県市川市曽谷５－５－５

047-372-7611

斎藤医院

千葉県市川市曽谷６－２４－２６

047-372-4532

吉田クリニック

千葉県市川市東国分２－１－４

047-375-2930

医療法人社団八心会上田医院

千葉県市川市中国分２－１１－６ １Ｆ

047-372-1141

福谷内科医院

千葉県市川市中国分３－１２－７

047-373-5657

田中クリニック

千葉県市川市北国分２－５－８

047-372-8501

一条会病院

千葉県市川市北国分４－２６－１

047-372-5111

大原ファミリークリニック

千葉県市川市堀之内３－１９－３０－１０３

047-300-7711

いざなぎクリニック

千葉県市川市堀之内３－２３－１３

047-372-3631

医療法人社団北国分内科・皮膚科クリニック

千葉県市川市堀之内３－２８－２５

047-300-7070

あさりクリニック

千葉県市原市辰巳台西2-5

0436-75-0133

姉崎駅前クリニック カンティー

千葉県市原市姉崎東3-1-3 小泉ビル3F

0436-26-7755

姉崎病院

千葉県市原市椎津2558-1

0436-66-1161

いちはら協立診療所

千葉県市原市君塚2-17-7

0436-23-9201

市原健康クリニック

千葉県市原市東国分寺台1-1-12

0436-26-8105

市原整形外科

千葉県市原市八幡1836-3

0436-43-1656

市原鶴岡病院

千葉県市原市新堀955

0436-36-1511

市原メディカルキュア

千葉県市原市姉崎658

0436-61-0519

いまい内科循環器クリニック

千葉県市原市八幡810-3 八幡東駅前ビル3Ｆ

0436-37-3355

遠藤医院

千葉県市原市辰巳台西1-5

0436-74-2809

大木医院

千葉県市原市南国分寺台4-7-9

0436-23-8881

奥田外科医院

千葉県市原市辰巳台西1-5-2

0436-74-1868

小野木医院

千葉県市原市能満1845-37

0436-75-4049
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加茂診療所

千葉県市原市養老1000-5

0436-98-1177

菊間クリニック

千葉県市原市菊間1705-10

0436-43-3025

クリニック五井

千葉県市原市五井中央東2-13-1

0436-24-0077

五井中央診療所

千葉県市原市五井中央東1-10-19

0436-23-3737

こいで脳神経外科クリニック

千葉県市原市青柳2036-1

0436-21-2960

五井病院

千葉県市原市五井5155

0436-25-5151

五井病院ホームケアクリニック

千葉県市原市五井5911

0436-24-0005

こしかわハートクリニック

千葉県市原市姉崎東2-11-6

0436-62-5488

コスモスクリニック

千葉県市原市ちはら台西3-4

0436-98-3111

斎賀医院

千葉県市原市五井2775

0436-21-0011

斉藤クリニック

千葉県市原市辰巳台東1-8-11

0436-75-8885

三和医院

千葉県市原市五井中央西1-12-6

0436-21-7501

清水クリニック

千葉県市原市八幡252-3

0436-41-3956

しもやまクリニック

千葉県市原市ちはら台西5-18-5

0436-75-5588

仁天堂医院

千葉県市原市牛久1192

0436-92-0015

せき内科クリニック

千葉県市原市八幡3-1

0436-41-0503

総星会五井クリニック

千葉県市原市五井1980

0436-20-8211

高岡クリニック

千葉県市原市姉崎西1-12-28

0436-62-0036

辰巳台クリニック

千葉県市原市辰巳台東3-15-2

0436-76-8800

ちはら腎泌尿器科

千葉県市原市ちはら台西6-23-49

0436-76-8160

ちはら台南内科クリニック

千葉県市原市ちはら台南1-1-11

0436-75-7511

千葉労災病院

千葉県市原市辰巳台東2-16

0436-74-1111

寺嶋医院

千葉県市原市八幡1349-3

0436-41-9981

徳政内科クリニック

千葉県市原市五井中央東1-7-1

0436-22-5500

永野病院

千葉県市原市馬立802-2

0436-95-3524

長谷川病院

千葉県市原市八幡115

0436-41-0453

林クリニック

千葉県市原市西国分寺台1-14-5

0436-23-8849

原村医院

千葉県市原市玉前76

0436-21-1259

光クリニック

千葉県市原市更級1-7-16

0436-20-6166

日高クリニック

千葉県市原市八幡578

0436-40-3366

ひまわりクリニック

千葉県市原市姉崎2561

0436-60-1600

平山医院

千葉県市原市磯ケ谷2067

0436-36-0071

藤原整形外科医院

千葉県市原市牛久1189

0436-92-0046

望星姉崎クリニック

千葉県市原市姉崎東3-6-2

0436-61-3511

みつはし内科クリニック

千葉県市原市牛久879-1

0436-92-1717

やりたクリニック

千葉県市原市西広131

0436-20-8882

鎗田病院

千葉県市原市五井899

0436-21-1655

ゆむら内科循環器科

千葉県市原市西国分寺台1-2-1

0436-24-4477

四ツ谷医院

千葉県市原市姉崎112

0436-62-5151

若宮クリニック

千葉県市原市八幡1640

0436-41-3261

若宮渡部医院

千葉県市原市若宮3-3-16

0436-43-0609

（医）社団志村厚生会内野診療所

千葉県印西市内野1-5

0476-46-3621

（医）社団大樹会牧の里クリニック

千葉県印西市小林北２－６－１４

0476-97-1321

（医）社団千葉医心会千葉ﾆｭｰﾀｳﾝｸﾘﾆｯｸ

千葉県印西市内野 １－５－１

0476-46-4744

岩井内科クリニック

千葉県印西市高花５－１－１

0476-46-7665

（医）社団博和会 斉藤おとな＆こどもクリニック

千葉県印西市木刈４－３－４

0476-47-0099

（医）社団惇徳会 安孫子内科胃腸科クリニック

千葉県印西市大森３４１７－２

0476-42-2649

（医）社団すずき小倉台医院

千葉県印西市小倉台４－１２

0476-47-3766

牧の原いとうクリニック

千葉県印西市原４－１

0476-47-5011

（医）社団珠光会印西診療所

千葉県印西市大森２５５０－１０

0476-42-5011

（医）社団誠徹会 千葉北総内科クリニック

千葉県印西市草深字原2221-3

0476-40-7431
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（医）社団定右衛門会 清宮クリニック

千葉県印西市西の原3-12-1

0476-33-3077

千葉ニュータウン中央クリニック

千葉県印西市中央南1-1

0476-40-1929

(医）社団雅厚生会千葉新都市ラーバンクリニック

千葉県印西市草深138

0476-40-7711

(医）社団雅厚生会ラーバン駅前クリニック

千葉県印西市中央北2-1-3 サンクタス千葉ニュータウン中央1階

0476-36-5196

（医）平成博愛会 印西総合病院

千葉県印西市牧の台1-1-1

0476-33-3000

（医）社団東医院

千葉県印旛郡酒々井町東酒々井3-3-98

043-496-8181

まえだ医院

千葉県印旛郡酒々井町東酒々井1-1-77

043-496-3610

（医）社団育誠會北総栄病院

千葉県印旛郡栄町安食２４２１

0476-95-6811

上田クリニック

千葉県浦安市猫実3-18-12

047-354-1711

医）東恵会 浦安外科胃腸科医院

千葉県浦安市北栄4-21-15

080-3421-9940

鈴木医院

千葉県浦安市堀江1-35-28

047-354-5911

美浜クリニック

千葉県浦安市美浜3-25-2

047-352-1218

吉野クリニック

千葉県浦安市今川4-2-33

047-351-2370

医）恵仁会 牧野クリニック

千葉県浦安市当代島1-3-29 ＩＭﾋﾞﾙ3F

047-355-0030

医）康栄会 浦安病院

千葉県浦安市北栄4-1-18

047-353-8411

医）三文会 横山クリニック

千葉県浦安市富士見1-10-11

047-355-0222

新浦安クリニック

千葉県浦安市美浜3-1-5

047-355-8511

医）頌栄会 ベイシティクリニック

千葉県浦安市入船1-5-2-12F

047-381-2738

波多野内科クリニック

千葉県浦安市入船4-5-5-1F

047-381-2432

優和クリニック

千葉県浦安市北栄1-5-32

047-352-5658

医）新虎の門会 新浦安虎の門クリニック

千葉県浦安市日の出2-1-5

047-381-2088

医）大川医院

千葉県浦安市海楽1-29-15 海楽新井ﾋﾞﾙ102号

047-353-1875

医）里仁会 太田の里クリニック

千葉県浦安市堀江1-13-33

047-304-1000

順風会 小林クリニック

千葉県浦安市入船1-4-1 ｲｵﾝ新浦安6F

047-381-2200

医）禎心会 浦安サンクリニック

千葉県浦安市北栄1-16-17-4F

047-380-5677

落合クリニック

千葉県浦安市北栄1-16-18 ｹﾙﾝﾋﾞﾙ5Ｆ

047-351-4563

山本医院

千葉県浦安市猫実2-31-10 吉問屋第二ﾋﾞﾙ1Ｆ

047-390-0311

医）一和会 森下クリニック

千葉県浦安市入船4-1-1 新浦安中央ﾋﾞﾙ301

047-305-7000

第２上田クリニック

千葉県浦安市猫実3-18-17

047-304-5115

さかいクリニック

千葉県浦安市北栄1-3-34-202

047-305-7283

浦安ファミリークリニック

千葉県浦安市堀江2-30-8

047-710-0189

医)紫翠会 神谷内科クリニック

千葉県浦安市明海5-7-1

047-305-0127

医)玲邦会 えとう医院

千葉県浦安市高洲3-2-2

047-304-3300

くまがわクリニック

千葉県浦安市北栄1-8-16-1F

047-306-2881

新浦安医院

千葉県浦安市美浜1-9-2 ﾊﾟｼﾌｨｯｸﾏｰｸｽ新浦安7F

047-304-2020

いがらしクリニック

千葉県浦安市北栄2-17-22

047-351-2712

あきやまクリニック

千葉県浦安市今川1-13-4 1Ｆ

047-316-4433

医）陽総会 田所医院

千葉県浦安市今川2-15-38-１F

047-723-5551

さち子レディースクリニック

千葉県浦安市北栄3-34-16

047-351-0303

医)祐輝会 せきぐちクリニック

千葉県浦安市猫実5-17-27

047-306-3557

杉山クリニック

千葉県浦安市当代島1-1-11 ﾌｫｰﾚｽﾄﾋﾞﾙ5Ｆ

047-311-4109

医)健勝会 浦安ふじみクリニック

千葉県浦安市富士見2-18-9

047-355-5353

医)ちくま会 メディカルガーデン新浦安

千葉県浦安市日の出1-1-25

047-709-3800

医）新越会 新浦安駅前コシノ内科

千葉県浦安市入船1-4-1 ｲｵﾝ新浦安8F

047-711-1061

舞浜クリニック

千葉県浦安市舞浜1-8 ﾋﾙﾄﾝ東京ﾍﾞｲB1F

047-305-8100

医)福秀会 浦安高柳病院

千葉県浦安市猫実5-11-14

047-380-2000

医）祐希会 ひまわりクリニック

千葉県浦安市高洲1-2-1

047-380-6660

みずのクリニック

千葉県浦安市猫実5-18-20 KOﾋﾞﾙ1F

047-352-7711

（医）社団穣仁会 ますほ内科クリニック

千葉県大網白里市北飯塚345-1

0475-70-8800

古内医院

千葉県大網白里市四天木甲1678

0475-77-5678

はにや内科

千葉県大網白里市駒込448-1

0475-70-1500
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大網白里市立 国保大網病院

千葉県大網白里市富田884-1

0475-72-1121

（医）社団昌健会 おおあみ在宅診療所

千葉県大網白里市駒込780-1

0475-71-1277

（医）社団徳仁会 おおあみ泌尿器科

千葉県大網白里市駒込1482

0475-70-1333

（医）社団明生会 東葉クリニック大網脳神経外科

千葉県大網白里市みやこ野2-2-4

0475-73-7011

（医）社団鎮誠会 季美の森整形外科

千葉県大網白里市季美の森南1-30-5

0475-70-8951

（医）社団橋本医院

千葉県大網白里市みずほ台1-29-13

0475-72-0134

あさひクリニック

千葉県柏市旭町１－２－１３ 深野ビル１Ｆ

04-7146-6861

東医院

千葉県柏市高柳新田１７－１２

04-7191-8888

飯島医院

千葉県柏市今谷上町１－３

04-7174-7598

飯島整形外科

千葉県柏市末広町６－１ ｾﾝﾄﾗﾙｳｪﾙﾈｽｸﾗﾌﾞ柏ﾋﾞﾙ１Ｆ

04-7141-3111

いしい内科クリニック

千葉県柏市加賀２－１－１８

04-7173-1666

一和多医院

千葉県柏市末広町１３－１１

04-7143-0155

上原クリニック

千葉県柏市若柴１７３－８ 柏の葉ｷｬﾝﾊﾟｽ151街区B棟SB-2

04-7137-3355

榎本医院

千葉県柏市東中新宿３-５-３

04-7172-3551

老沼医院

千葉県柏市みどり台５－１－５８

04-7131-6657

おおたかの森病院

千葉県柏市豊四季１１３

04-7141-1150

大野医院（大津ケ丘）

千葉県柏市大津ヶ丘１－４５－５

04-7191-3133

大野内科循環器科医院

千葉県柏市向原町１－３

04-7145-5529

大山医院

千葉県柏市若葉町３－２５

04-7160-3266

大和田ファミリークリニック

千葉県柏市豊四季３０１-７

04-7141-7555

岡田病院

千葉県柏市末広町２－１０

04-7145-0121

小沼医院

千葉県柏市大津ヶ丘４－２８－１

04-7191-2200

小野医院

千葉県柏市つくしが丘５-９-１５

04-7173-0500

柏厚生総合病院

千葉県柏市篠籠田６１７

04-7144-8868

柏市立柏病院

千葉県柏市布施１－３

04-7134-2000

柏たなか病院

千葉県柏市小青田１丁目３番地２

04-7131-2211

柏ハートクリニック

千葉県柏市松ヶ崎９９－３

04-7137-0330

柏東口皮膚科・内科

千葉県柏市柏２－２－２ 浅野ビル５Ｆ

04-7165-1173

柏東口よしだクリニック

千葉県柏市中央１－６－１ クレスビル１Ｆ

04-7166-1001

柏ビレジクリニック

千葉県柏市花野井１８１４－１２

04-7133-1090

柏フォレストクリニック

千葉県柏市逆井４３７－２８

04-7160-5000

柏南病院

千葉県柏市逆井１１４４

04-7175-1811

春日医院

千葉県柏市中原２－１７－１

04-7174-0366

勝目クリニック

千葉県柏市増尾７－２３－２２

04-7175-6362

加藤医院

千葉県柏市光ヶ丘３－５－１１

04-7172-5398

香取内科クリニック

千葉県柏市南柏１－１－２ 富士物産南柏駅前ビル３Ｆ

04-7140-0722

かなえクリニック

千葉県柏市松葉町７－２６－５

04-7137-3317

金森医院

千葉県柏市高田１０７５－４７

04-7145-8481

上笹医院

千葉県柏市大島田９２２

04-7191-2421

北柏胃腸科外科

千葉県柏市北柏３－２－６ ロイヤルビル北柏２Ｆ

04-7160-2100

北柏鈴木クリニック

千葉県柏市花野井４１０－４

04-7135-7555

北柏ファミリークリニック

千葉県柏市北柏５－３－３

04-7160-3773

北柏ライフタウンクリニック

千葉県柏市松葉町４－１２－２ C棟１３号

04-7137-2202

亀甲台内科

千葉県柏市亀甲台町２－３－１

04-7163-5635

クリニック柏の葉

千葉県柏市柏の葉３－１－３４

04-7132-8881

けい内科クリニック

千葉県柏市南柏中央６－１ 三上ビル４Ｆ

04-7160-5611

木暮医院

千葉県柏市柳戸５１１－８

04-7191-1613

小平医院

千葉県柏市常盤台１０－１

04-7164-8171

こんどうクリニック

千葉県柏市柏３－２－３ マツモトキヨシビル４Ｆ

04-7168-8810

逆井記念医院

千葉県柏市逆井１４４４-１２

04-7176-1191

佐藤クリニック

千葉県柏市高田１３９

04-7144-0076

千葉県7

実施機関名

所在地

電話番号

さわうちクリニック

千葉県柏市高田５３２－３

04-7146-8686

秀和会クリニック

千葉県柏市布施８１５-４

04-7140-8887

昭和医院

千葉県柏市柏３－１１－８

04-7167-5333

新柏クリニック

千葉県柏市新柏１－７

04-7164-8600

森堂＆廣 佐藤医院

千葉県柏市旭町４－５－９

04-7145-2247

森堂＆廣 佐藤医院 大津ヶ丘診療所

千葉県柏市大津ヶ丘３－１８－５

04-7191-2220

鈴木医院

千葉県柏市明原４－３－１９

04-7144-2972

鈴木小児科医院

千葉県柏市松葉町４－９－３

04-7132-1211

須田医院

千葉県柏市緑ヶ丘７－５

04-7157-3939

聖光ヶ丘病院

千葉県柏市光ヶ丘団地２－３

04-7171-5801

誠和クリニック

千葉県柏市南増尾４-３-２８

04-7171-2350

高柳消化器内科外科

千葉県柏市高柳４７１－１０

04-7193-4114

たなか泌尿器・腎クリニック

千葉県柏市豊四季５０８－８８

04-7170-0357

玉川医院

千葉県柏市北柏３－１５－１７

04-7163-4321

中央メディカルクリニック

千葉県柏市中央２－２－１８

04-7166-5670

つくしが丘医院

千葉県柏市つくしが丘１－６－１

04-7172-2024

つのだ医院

千葉県柏市南逆井４－１０－１

04-7173-8777

手賀の杜クリニック

千葉県柏市岩井７８９－６

04-7196-7102

東洋眼科･胃腸内科･外科

千葉県柏市大津ヶ丘４－２５－２

04-7193-3042

富田医院

千葉県柏市柏４－６－１

04-7165-8887

トヨガミクリニック

千葉県柏市豊上町９－１

04-7143-9192

中島クリニック

千葉県柏市高柳１１４２－１

04-7193-3077

中村医院

千葉県柏市箕輪３９９

04-7191-2651

中村内科クリニック

千葉県柏市西原７－７－２１

04-7178-3722

名戸ヶ谷病院

千葉県柏市名戸ヶ谷６８７－４

04-7167-8336

新谷医院

千葉県柏市千代田３-１-２

04-7166-5568

のぶさわ胃腸科クリニック

千葉県柏市南柏中央２－９

04-7170-5755

柏東医院

千葉県柏市柏９３７－２

04-7164-1250

花野井クリニック

千葉県柏市大室１２１８－６

04-7137-3777

浜田中医クリニック

千葉県柏市柏１３２６－９

04-7163-0162

東山医院

千葉県柏市柏３－３－３

04-7167-3803

光ヶ丘診療所

千葉県柏市光ヶ丘団地４－１０－１０１

04-7172-2703

疋田医院

千葉県柏市旭町１－２－８ ネモト第３ビル３Ｆ

04-7143-2211

平野医院

千葉県柏市豊住１－１－４５

04-7175-2222

廣池学園診療所

千葉県柏市光ヶ丘２－１－１

04-7173-3541

ファミリークリニック成島

千葉県柏市宿連寺２３－１

04-7133-1561

深町病院

千葉県柏市柏４－１０－１１

04-7164-0111

福本クリニック

千葉県柏市若葉町１１－１２

04-7162-2301

藤木医院

千葉県柏市明原１－５－１４

04-7144-3434

ふじ心よつ葉クリニック

千葉県柏市藤心４－１２－１

04-7170-5573

ふじさわ内科クリニック

千葉県柏市北柏３－１－２ 寺田ビル２Ｆ

04-7162-1002

ふじせ内科クリニック

千葉県柏市南柏中央１－６ 宇佐美ビル２Ｆ

04-7170-7887

古田医院

千葉県柏市明原３－８－２１

04-7144-2331

平成内科クリニック

千葉県柏市中央町３－１

04-7162-2012

ホームクリニック柏

千葉県柏市桜台１－８

04-7160-2588

ホームクリニック東葛

千葉県柏市高柳１－１－１－１０３

04-7128-7002

まえだクリニック

千葉県柏市柏１－１－７ 池松ビル５Ｆ

04-7199-7377

松葉町内科クリニック

千葉県柏市松葉町２－１５－８ よしいビル１Ｆ

04-7137-1710

三富医院

千葉県柏市布施新町４－１－９

04-7131-2350

南増尾クリニック

千葉県柏市南増尾１－１４－１４

04-7172-8100

宮尾クリニック

千葉県柏市松ヶ崎７２６－６

04-7146-8238

千葉県8

所在地

電話番号

みやもとファミリークリニック

実施機関名

千葉県柏市若柴２２６番地４１中央１４４街区１ アベニフ柏の葉２階

04-7197-2226

みんなのクリニック大久保

千葉県柏市篠籠田９７７-１

04-7141-7180

村松医院

千葉県柏市新富町１－９－１４

04-7145-6497

森永胃腸科外科

千葉県柏市豊住４－４－３０

04-7166-3333

山岡外科胃腸科

千葉県柏市大室２４１

04-7132-2711

ヤマクリニック

千葉県柏市明原２－１－９

04-7141-3801

よしおかファミリークリニック

千葉県柏市南増尾２２８０

04-7174-2345

吉田医院

千葉県柏市豊四季９４５－６１９

04-7145-7527

医療法人SHIODA 塩田病院

千葉県勝浦市出水１２２１番地

0470-73-1221

川上医院

千葉県勝浦市興津147

0470-76-0301

医療法人社団彰考会 あいざわクリニック

千葉県香取市佐原イ2403-1

0478-55-8001

医療法人社団東方会 石井内科医院

千葉県香取市佐原イ1700

0478-55-1414

香取医院

千葉県香取市津宮1295-1

0478-50-5511

越川医院

千葉県香取市佐原イ753

0478-52-5202

越川クリニック

千葉県香取市北1-10-3

0478-55-8030

榊原医院

千葉県香取市佐原イ750

0478-52-2820

坂本医院

千葉県香取市佐原ロ2028-43

0478-52-3381

佐原泌尿器クリニック

千葉県香取市谷中671-1

0478-54-3390

医療法人社団 島崎医院

千葉県香取市北3-4-8

0478-55-1221

医療法人社団 たもつ内科小児科医院

千葉県香取市北2-14-8

0478-55-8123

千葉県立佐原病院

千葉県香取市佐原イ2285

0478-54-1231

医療法人社団明生会 東葉クリニック佐原

千葉県香取市北2-14-5

0478-55-8801

日新外科胃腸科医院

千葉県香取市北3-13-10

0478-54-5977

布施外科医院

千葉県香取市佐原イ66

0478-52-4580

まきの越川診療所

千葉県香取市牧野2070-2

0478-79-0705

松浦医院

千葉県香取市佐原イ2907-1

0478-52-2065

宮内医院

千葉県香取市府馬2805

0478-78-2447

医療法人社団誠風会 みやうちクリニック

千葉県香取市長岡1304-7

0478-70-8808

医療法人社団香仁会 石橋医院

千葉県香取市小見川548

0478-82-2203

医療法人社団英正会 小見川ひまわりクリニック

千葉県香取市分郷32-1

0478-83-8800

医療法人社団玉川会 篠塚医院

千葉県香取市三ノ分目255-7

0478-82-2588

中田内科医院

千葉県香取市小見川1051

0478-82-3320

医療法人社団三省会 本多病院

千葉県香取市本郷772

0478-82-3181

医療法人社団寿光会 栗源病院

千葉県香取市助沢832-1

0478-70-5121

大木内科医院

千葉県香取郡多古町多古2531

0479-76-2904

医療法人社団 明石会さとうメディカルオフィス

千葉県香取郡多古町多古2539

0479-76-2039

国保多古中央病院

千葉県香取郡多古町多古388-1

0479-76-2211

医療法人社団 庄和会神崎クリニック

千葉県香取郡神崎町神崎本宿671

0478-72-3117

ほり医院

千葉県香取郡東庄町新宿1054

0478-86-5315

医療法人社団 飯ヶ谷内科クリニック

千葉県鎌ケ谷市東道野辺５－１９－１５

047-445-8881

大石内科胃腸科医院

千葉県鎌ケ谷市東初富６－７－１6

047-498-5700

かのう内科クリニック

千葉県鎌ケ谷市道野辺中央２－５－１８

047-446-7122

かまがや診療所

千葉県鎌ケ谷市東中沢１－１５－６１

047-446-3611

鎌ケ谷整形外科・内科

千葉県鎌ケ谷市南初富６－５－１４

047-444-2236

くぬぎ山内科医院

千葉県鎌ケ谷市くぬぎ山４－２－４０

047-388-5931

さいきクリニック

千葉県鎌ケ谷市東道野辺７－２２－４６ KU馬込沢ビル２０１

047-439-3929

庄司内科

千葉県鎌ケ谷市富岡１－６－５

047-445-9855

医療法人社団寿和会白戸胃腸科外科

千葉県鎌ケ谷市初富９２４－１８４４

047-445-8001

新鎌ケ谷北口クリニック

千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷１－１４－３６

047-401-3376

仁愛医院

千葉県鎌ケ谷市道野辺中央１－１０－４６

047-442-0515

医療法人社団ますお会 第２北総病院

千葉県鎌ケ谷市初富８０３

047-445-5552

千葉県9

実施機関名

所在地

電話番号

東邦鎌谷病院

千葉県鎌ケ谷市粟野５９４

047-445-6411

中川内科胃腸科クリニック

千葉県鎌ケ谷市道野辺中央１－３－１－２０１

047-498-6661

初富内科医院

千葉県鎌ケ谷市初富本町１－１－２４

047-468-8103

医療法人社団一心会初富保健病院

千葉県鎌ケ谷市初富１１４

047-442-0811

原沢外科内科整形外科

千葉県鎌ケ谷市鎌ケ谷３－３－４５

047-443-8226

三田医院

千葉県鎌ケ谷市右京塚７－８

047-444-7122

みちのべクリニック

千葉県鎌ケ谷市東道野辺４－１－３８

047-446-5957

道野辺診療所

千葉県鎌ケ谷市道野辺２２６－１

047-446-3307

いそのクリニック

千葉県鎌ケ谷市南鎌ケ谷１－５－２７

047-498-5500

医療法人三紫会小田病院

千葉県鴨川市横渚880番地

04-7092-1128

鴨川市立国保病院

千葉県鴨川市宮山233番地

04-7097-1221

医療法人社団黒野医院

千葉県鴨川市天津1,124番地

04-7094-0383

医療法人明星会東条病院

千葉県鴨川市広場1,615番地

04-7092-1207

天野医院

千葉県木更津市清川2-21-1

0438-97-8211

池田医院

千葉県木更津市本郷1-4-16

0438-41-0766

医）吉祥会 加藤病院

千葉県木更津市高柳2-12-31

0438-41-2276

医）恒久会 さざなみクリニック

千葉県木更津市中島2366-1

0438-40-1788

医）志成会 ロイヤルクリニック

千葉県木更津市清見台3-6-5

0438-25-6840

医）マグノリア会 よこすか医院

千葉県木更津市岩根3-10-25

0438-41-2912

医）松清医院

千葉県木更津市清見台南1-7-18

0438-98-2065

医）山田医院

千葉県木更津市大和2-22-1

0438-25-3811

玄々堂木更津クリニック

千葉県木更津市高柳4737

0438-41-8611

(医）社団 大日方医院

千葉県木更津市朝日3-2-35

0438-22-2025

医）河木クリニック

千葉県木更津市羽鳥野7-18-1

0438-38-3725

医）邦清会 木更津東邦病院

千葉県木更津市菅生725-1

0438-98-8111

桜井医院

千葉県木更津市ほたる野1-28-3

0438-30-5755

鹿間医院

千葉県木更津市木更津1-2-22

0438-22-4095

医）緑の会 嶋田医院

千葉県木更津市永井作1-10-12

0438-52-7575

浪久医院

千葉県木更津市中央1-6-1

0438-22-3173

ほたるのセントラル内科

千葉県木更津市ほたる野3-30-3

0438-97-8855

真舟外科内科クリニック

千葉県木更津市真舟2-4-16

0438-36-1101

吉田医院

千葉県木更津市井尻317

0438-98-0825

医）順聖会 ワイスクリニック

千葉県木更津市本郷1-12-34

0438-41-1400

医）成亮会 津田医院

千葉県木更津市東中央2-1-11

0438-25-4171

医）志仁会 薬丸病院

千葉県木更津市富士見2-7-1

0438-25-0381

医）ゆうめい会 八幡台クリニック

千葉県木更津市八幡台3-1-25

0438-37-0709

中村医院

千葉県木更津市真里谷250

0438-53-2041

医）健洋会 森田医院

千葉県木更津市大久保1-8-7

0438-37-3684

医）健洋会 貝渕クリニック

千葉県木更津市貝渕4-10-4

0438-25-2233

石井病院

千葉県木更津市新田1-5-31

0438-22-2240

医）さつき会 かずさアカデミアクリニック

千葉県木更津市かずさ鎌足2-3-9

0438-52-0211

医）望星会 木更津クリニック

千葉県木更津市大和1-4-18

0438-20-2021

医）明敬会 重城病院

千葉県木更津市万石341-1

0438-41-6411

医）養真会 上総記念病院

千葉県木更津市新田1-11-25

0438-22-7111

萩原病院

千葉県木更津市木更津1-1-36

0438-22-5111

医）やまぐち内科クリニック

千葉県木更津市高柳1-5-28

0438-41-7702

医）明竹会 竹内基クリニック

千葉県木更津市請西南4-2-9

0438-30-2266

だんや小児科

千葉県木更津市請西2-4-15

0438-36-7393

太田山クリニック

千葉県木更津市太田3-2-2

0438-22-0321

房総メディカルクリニック

千葉県木更津市ほたる野3-24-19

0438-72-9917

おかもと医院

千葉県木更津市東太田4-1-1

0438-97-6252
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港南台どんぐりクリニック

千葉県木更津市港南台3-4-1

0438-30-0007

君津市国保松丘診療所

千葉県君津市広岡1726-1

0439-29-2604

医）君津あすなろ会 あすなろクリニック

千葉県君津市久保1-2-2

0439-50-0100

医）周晴会 鈴木病院

千葉県君津市上238

0439-32-2013

医）曽川会 そがわ医院

千葉県君津市常代5-3-15

0439-54-6300

医）新都市医療研究会「君津」会 玄々堂君津病院

千葉県君津市東坂田4-7-20

0439-52-2366

医）重光会 君津山の手病院

千葉県君津市外箕輪4-1-5

0439-54-2323

小ぐれ医院

千葉県君津市南子安8-19-1

0439-55-6611

医）健恵生会 酒井医院

千葉県君津市南子安9-18-8

0439-52-2166

茂田医院

千葉県君津市久保4-7-16

0439-52-0023

茂田大和田クリニック

千葉県君津市大和田5-1-2

0439-50-8877

なかのクリニック

千葉県君津市中野4-15-9

0439-50-1777

医）蓬菜会 水島外科内科クリニック

千葉県君津市東坂田1-5-10

0439-50-1501

まえだクリニック

千葉県君津市浦田2-1

0439-27-2005

榎本医院

千葉県君津市藤林226-1

0439-39-2200

君津クリニック

千葉県君津市杢師1-1-1

0439-55-8111

君津サンクリニック

千葉県君津市内箕輪1-2-9

0439-55-3333

医）桜周会 谷川クリニック

千葉県君津市高坂7-7

0439-55-2233

榎本整形外科

千葉県君津市久保4-2-23

0439-55-5111

一般財団法人 君津健康センター

千葉県君津市君津1

0439-55-6811

君津寛衆堂医院内科耳鼻咽喉科

千葉県君津市南子安4-31-1

0439-52-8733

医）博陽会 青柳医院

千葉県君津市杢師2-16-3

0439-54-8000

公益財団法人日産厚生会 佐倉厚生園病院

千葉県佐倉市鏑木町 ３２０

043-484-2161

（医）社団椎の実会 椎葉内科

千葉県佐倉市王子台３－８－７

043-487-7933

（医）社団愛信会 佐倉中央病院

千葉県佐倉市栄町 ２０－４

043-486-1311

村上医院

千葉県佐倉市宮ノ台２－１－１

043-462-1711

天本クリニック

千葉県佐倉市ﾕｰｶﾘが丘6-4-7Rﾋﾞﾙ2F

043-461-8823

（医）社団佐倉順天堂医院

千葉県佐倉市本町８１

043-484-2341

（医）社団久仁会 小林クリニック

千葉県佐倉市新臼井田７－２４

043-487-7769

（医）社団池医院

千葉県佐倉市大崎台1-6-3

043-484-0371

（医）社団内田医院

千葉県佐倉市鏑木町３８４－１

043-484-0248

（医）社団雄樹会宍戸内科医院

千葉県佐倉市王子台１－１８－７

043-487-9551

（医）社団工藤外科内科

千葉県佐倉市ユ－カリが丘２－２－４

043-461-0126

（医）社団清栄会古谷内科

千葉県佐倉市井野１５５２

043-487-1811

（医）社団常和会常富内科クリニック

千葉県佐倉市ユ－カリが丘4-1 ｲｰｽﾄﾀﾜｰ2F

043-462-6150

（医）社団慧友会こしべクリニック

千葉県佐倉市表町3-18-14

043-486-0200

（医）社団染桜会そめいのクリニック

千葉県佐倉市染井野 5-29-2

043-460-1555

（医）社団みずきが丘クリニック

千葉県佐倉市染井野5-1-1

043-489-1277

木村医院

千葉県佐倉市並木町２４４

043-484-0134

（医）社団いとうクリニック

千葉県佐倉市山王１－３９－６

043-486-6656

勝目クリニック

千葉県佐倉市王子台１－２８－８

043-461-6155

（福）聖隷福祉事業団聖隷佐倉市民病院

千葉県佐倉市江原台2-36-2

043-486-0006

長谷川内科

千葉県佐倉市宮前３－２３－２

043-485-7753

なめかわ内科クリニック

千葉県佐倉市南臼井台６－３

043-488-3330

臼井にしざわクリニック

千葉県佐倉市王子台３－１－７

043-463-7736

佐藤内科

千葉県佐倉市並木町３１

043-484-1231

望月クリニック

千葉県佐倉市中志津4-2-4

043-489-9119

みやけクリニック

千葉県佐倉市西志津３―２―２

043-460-0303

金子メディカルクリニック

千葉県佐倉市染井野3-2-1

043-460-2001

（医）社団石井内科

千葉県佐倉市王子台１－２７－５

043-461-5900

（医）社団志津南クリニック

千葉県佐倉市上志津原３６－５

043-462-6616
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（医）社団三結会みつば脳神経クリニック

千葉県佐倉市城343-3ﾌﾟﾁﾓﾝﾄﾞさくら1-A

043-483-3289

（医）社団翠友会 だて内科クリニック

千葉県佐倉市上志津2007-1

043-497-5208

（医）社団コアラの杜 ユーカリが丘ＢＩＯクリニック

千葉県佐倉市宮ノ台6-4 ﾏｯｸｽﾊﾞﾘｭﾕｰｶﾘが丘店 ﾋﾞｵﾄﾋﾟｱﾌﾟﾗｻﾞ2F

043-460-6625

ユーカリが丘とくやま内科クリニック

千葉県佐倉市西ユーカリが丘7-2-2

043-464-0707

西志津おおば内科

千葉県佐倉市西志津6-2-17

043-460-7770

医療法人社団暢華会 安藤眼科

千葉県佐倉市上志津1660-20 三藤ﾋﾞﾙ2F

043-489-6220

志津さくら内科クリニック

千葉県佐倉市上志津1786-1

043-460-5088

はるんクリニック佐倉

千葉県佐倉市寺崎北1-4-2

043-312-3593

京葉内科クリニック

千葉県山武市成東744-1東総ビル2F

0475-82-2400

（医）社団鎮誠会姫島クリニック

千葉県山武市姫島268-1

0475-80-1726

伊藤医院

千葉県山武市津辺238

0475-82-2508

岩崎医院

千葉県山武市松尾町猿尾311

0479-86-2217

（医）社団双仁会花城医院

千葉県山武市松尾町大堤136-3

0479-86-2233

山武市国保日向診療所

千葉県山武市椎崎430

0475-88-1154

（医）社団つくし会松尾クリニック

千葉県山武市松尾町大堤41-1

0479-86-6482

明海クリニック

千葉県山武市蓮沼イ1372-2

0475-80-5355

地方独立行政法人さんむ医療センター

千葉県山武市成東167

0475-82-2521

（医）社団徳風会髙根病院

千葉県山武郡芝山町岩山2308

0479-70-8051

医療法人社団玄裕会越川医院

千葉県山武郡横芝光町宮川2380-1

0479-84-0103

東陽病院

千葉県山武郡横芝光町宮川12100

0479-84-1335

ちよだクリニック

千葉県白井市根 ７６-８

047-491-0221

（医）社団聖仁会白井聖仁会病院

千葉県白井市笹塚3-25-2

047-491-3111

（医）社団東光会北総白井病院

千葉県白井市根 ３２５－２－１

047-492-1001

（医）社団敬玄会菊地医院

千葉県白井市根 １７２０－７

047-492-2121

（医）社団白藤会伊藤診療所

千葉県白井市復１４５０－２３

047-492-0527

（医）社団昭桜会桜台メディカルクリニック

千葉県白井市桜台２－７－２

047-491-6668

白井由井内科

千葉県白井市堀込1-2-7 白井Ｆﾋﾞﾙ2Ｂ

047-492-1115

（医）社団誠悠会 もりや内科･呼吸器科クリニック

千葉県白井市冨士129-29

047-498-6622

白井駅前せあらしクリニック

千葉県白井市笹塚2-2-2 ｺｽﾓﾋﾞﾙ102

047-497-0072

しだ内科・消化器クリニック

千葉県白井市根1970-1-2

047-498-3715

医療法人社団雄明会ニュータウンクリニック

千葉県白井市清水口3-25-1

047-491-8051

医療法人社団明生会東葉クリニック八日市場

千葉県匝瑳市八日市場イ16-1

0479-73-3311

檜垣内科循環器科医院

千葉県匝瑳市八日市場イ56-3

0479-73-2552

医療法人社団恕修会福島医院

千葉県匝瑳市八日市場イ202-1

0479-72-0175

医療法人社団野澤医院

千葉県匝瑳市八日市場イ2399-6

0479-73-2245

医療法人社団三成会佐藤クリニック

千葉県匝瑳市八日市場イ2735-4

0479-73-5567

小川内科

千葉県匝瑳市八日市場イ2783

0479-73-2658

医療法人社団増田産婦人科

千葉県匝瑳市八日市場イ2837

0479-73-1100

椎名医院

千葉県匝瑳市八日市場イ2943

0479-72-0032

石井医院

千葉県匝瑳市八日市場ハ574-2

0479-73-2150

医療法人社団泰伯会伊藤医院

千葉県匝瑳市八日市場ホ3239

0479-72-0261

医療法人社団当為会城之内医院

千葉県匝瑳市東小笹86

0479-72-4511

医療法人社団楠会鈴木医院

千葉県匝瑳市椿706

0479-72-0012

守 医院

千葉県匝瑳市椿1268

0479-73-5511

はしば医院

千葉県匝瑳市今泉485

0479-67-5720

医療法人社団松伯会藤田病院

千葉県匝瑳市八日市場ホ3292

0479-72-0308

社会福祉法人九十九里ホーム 九十九里ホーム病院 千葉県匝瑳市飯倉21

0479-72-1131

犬丸内科皮膚科クリニック

千葉県袖ケ浦市蔵波台2-28-5

0438-64-1191

医）健誠会 Kenクリニック

千葉県袖ケ浦市蔵波台6-19-1

0438-64-0211

医）弘淳会 田中医院

千葉県袖ケ浦市神納2-10-7

0438-62-4800

医）さつき会 袖ケ浦さつき台病院

千葉県袖ケ浦市長浦駅前5-21

0438-60-7391
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井出医院

千葉県袖ケ浦市横田3669

0438-75-2010

医）望星会 袖ケ浦クリニック

千葉県袖ケ浦市奈良輪2-2-4

0438-60-8331

医）福徳会 福王台外科内科

千葉県袖ケ浦市福王台1-10-9

0438-62-3881

佐野医院

千葉県袖ケ浦市奈良輪1-9-8

0438-62-2338

高橋医院

千葉県袖ケ浦市横田2624

0438-75-2017

内科小児科 菱沼医院

千葉県袖ケ浦市福王台3-1-1

0438-62-1822

蔵波台ハートクリニック

千葉県袖ケ浦市蔵波台5-17-2

0438-63-5100

医）石井会 石井内科小児科医院

千葉県袖ケ浦市蔵波台4-13-8

0438-62-7360

こいで胃腸科内科

千葉県袖ケ浦市蔵波台6-1-5

0438-60-7451

山口医院

千葉県袖ケ浦市奈良輪535-1

0438-62-2056

医）美孝会 袖ケ浦医院

千葉県袖ケ浦市奈良輪1-8-8

0438-62-2401

袖ケ浦どんぐりクリニック

千葉県袖ケ浦市奈良輪1388-7-2-7

0438-63-7777

あいクリニック

千葉県館山市上真倉344番地1

0470-29-5535

医療法人伊賀整形外科クリニック

千葉県館山市北条2198番地3

0470-22-1180

太田整形外科医院

千葉県館山市北条1866番地4

0470-28-5500

医療法人鉄蕉会亀田ファミリークリニック館山

千葉県館山市正木4304番地9

0470-20-5511

貴家医院

千葉県館山市北条1778番地

0470-22-3323

西岬診療所

千葉県館山市早物28番地

0470-29-0030

社会医療法人社団木下会館山病院

千葉県館山市長須賀196番地

0470-22-1122

医療法人社団さざなみ会つじ泌尿器科クリニック

千葉県館山市正木795番地1

0470-20-5556

医療法人社団紫陽会原クリニック

千葉県館山市長須賀515番地

0470-24-5711

医療法人社団博正会北条病院

千葉県館山市北条1,089番地

0470-23-1966

古川医院

千葉県千葉市花見川区こてはし台1-25-1

043-258-1817

般若クリニック

千葉県千葉市花見川区こてはし台5-9-3

043-259-6415

幸有会記念病院

千葉県千葉市花見川区犢橋町77-3

043-259-3210

さつきが丘医院

千葉県千葉市花見川区さつきが丘1-33-2

043-257-6012

おざきクリニック

千葉県千葉市花見川区宮野木台1-5-18

043-207-8008

水野医院

千葉県千葉市花見川区宮野木台2-5-22

043-271-5719

たなか内科クリニック

千葉県千葉市花見川区宮野木台2-5-33

043-207-5888

いまにし医院

千葉県千葉市花見川区宮野木台3-28-6

043-284-3101

元山医院

千葉県千葉市花見川区朝日ヶ丘1-10-15

043-298-2811

向井医院

千葉県千葉市花見川区朝日ヶ丘2-1-10-1

043-272-0211

朝日ヶ丘医院

千葉県千葉市花見川区花園町44-32

043-271-0351

石橋内科・小児科

千葉県千葉市花見川区検見川町1-609

043-273-8179

津田胃腸科医院

千葉県千葉市花見川区検見川町3-300-16

043-273-3280

伊東内科医院

千葉県千葉市花見川区検見川町3-316-36

043-275-5757

大森ファミリークリニック

千葉県千葉市花見川区花園1-9 クリニックガーデン花園1F

043-350-1050

いとう新検見川クリニック

千葉県千葉市花見川区花園1-9-18 クリニックガーデン花園3B

043-272-3213

花園診療所

千葉県千葉市花見川区花園2-8-23

043-272-7200

小池医院

千葉県千葉市花見川区花園4-2-7

043-273-7346

野瀬はなぞのクリニック

千葉県千葉市花見川区花園5-3-10 プチモンド103

043-212-7522

千葉健生病院付属まくはり診療所

千葉県千葉市花見川区幕張町5-392-3

043-276-1851

武藤医院

千葉県千葉市花見川区幕張町6-131

043-273-3979

田村ゆみこ内科クリニック

千葉県千葉市花見川区幕張町5-417-243-2階

043-296-9255

幕張本郷クリニック

千葉県千葉市花見川区幕張本郷3-22-2

043-297-1911

幕張胃腸クリニック

千葉県千葉市花見川区幕張本郷1-2-24

043-441-3393

本郷並木通り内科

千葉県千葉市花見川区幕張本郷5-5-16

043-274-1888

ひろ内科クリニック

千葉県千葉市花見川区天戸町1467-7

043-216-2300

坂口医院

千葉県千葉市花見川区長作町600-7

043-259-3225

奈良医院

千葉県千葉市花見川区作新台3-1-12

043-259-1525

平山病院

千葉県千葉市花見川区花見川1494-3

043-259-4525
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花見川中央クリニック

千葉県千葉市花見川区花見川3-29-101

043-259-3588

最成病院

千葉県千葉市花見川区柏井町800-1

043-258-1211

富家千葉病院

千葉県千葉市稲毛区長沼原町277-1

043-250-3110

千葉北佐々木クリニック

千葉県千葉市稲毛区長沼原町782-1

043-286-5075

山王病院

千葉県千葉市稲毛区山王町166-2

043-421-2221

みうらクリニック

千葉県千葉市稲毛区長沼町134

043-257-4055

宮野木外科・内科

千葉県千葉市稲毛区長沼町261-3

043-215-0855

スラージュ内科クリニック

千葉県千葉市稲毛区長沼町330-50 ワンズモール3F

043-286-0111

千草台なかむらクリニック

千葉県千葉市稲毛区千草台1-1-28-1

043-206-2001

西千葉整形外科

千葉県千葉市稲毛区作草部1-12-5

043-207-8885

北部診療所

千葉県千葉市稲毛区天台3-4-5

043-251-8131

千葉中央外科内科

千葉県千葉市稲毛区天台4-2-17

043-253-1231

轟診療所

千葉県千葉市稲毛区轟町1-13-3

043-251-6297

林医院

千葉県千葉市稲毛区轟町1-16-2

043-251-6397

緑町診療所

千葉県千葉市稲毛区緑町2-17-12

043-241-2007

井原医院

千葉県千葉市稲毛区緑町2-18-7

043-241-4821

池上内科医院

千葉県千葉市稲毛区穴川3-1-10

043-251-9032

木内クリニック

千葉県千葉市稲毛区穴川3-4-1デイ・クオーレ2F

043-207-3560

川島医院

千葉県千葉市稲毛区稲毛東2-7-11

043-243-9257

近藤医院

千葉県千葉市稲毛区稲毛東3-6-37

043-243-9096

ちば生活習慣病内科クリニック

千葉県千葉市稲毛区稲毛東3-15-7 第15藤ビル4F

043-248-1024

黒砂台診療所

千葉県千葉市稲毛区黒砂台1-2-8

043-441-5312

千葉健康クリニック

千葉県千葉市稲毛区小仲台7-12-1

043-255-8434

稲毛病院

千葉県千葉市稲毛区小仲台6-21-3

043-253-7211

武田クリニック

千葉県千葉市稲毛区小仲台2-12-2

043-290-8338

稲毛サティクリニック

千葉県千葉市稲毛区小仲台1-4-20 イオン稲毛店4F

043-253-5517

カヤマ内科･泌尿器科

千葉県千葉市稲毛区小仲台2-4-10 ピアテンビル3F

043-252-4779

田中クリニック

千葉県千葉市稲毛区小仲台5-4-15

043-252-2281

宇井内科クリニック

千葉県千葉市稲毛区小仲台6-1-8

043-251-2009

マリヤ・クリニック

千葉県千葉市稲毛区小仲台6-19-19 MYビル1F

043-287-2624

ぴあーすクリニック

千葉県千葉市稲毛区小仲台7-20-5

043-290-6767

稲毛むらさき内科クリニック

千葉県千葉市稲毛区小仲台2-5-3 稲栄ビル3階

043-290-0770

小中台クリニック

千葉県千葉市稲毛区小中台町1341-1 中村ビル2F

043-255-2781

勝又内科医院

千葉県千葉市稲毛区園生町236-12

043-251-8713

生活クラブ風の村園生診療所

千葉県千葉市稲毛区園生町1107-7

043-253-8497

石川医院

千葉県千葉市稲毛区あやめ台1-16

043-307-7700

鈴木内科クリニック

千葉県千葉市稲毛区宮野木町1752-15

043-286-5511

しいなクリニック

千葉県千葉市稲毛区宮野木町1092-2

043-310-6800

新藤医院

千葉県千葉市稲毛区宮野木町2119-10

043-306-2300

髙部内科医院

千葉県千葉市中央区都町1-49-6

043-233-1321

にへい脳外科

千葉県千葉市中央区都町1248-1

043-214-2888

みやこ整形外科クリニック

千葉県千葉市中央区都町1038-1

043-214-3855

斎藤労災病院

千葉県千葉市中央区道場南1-12-7

043-227-7437

大賀医院

千葉県千葉市中央区祐光1-12-5

043-225-5060

亘内科医院

千葉県千葉市中央区亀井町12-15

043-222-6578

三橋病院

千葉県千葉市中央区亀井町2-3

043-224-8201

報徳千葉診療所

千葉県千葉市中央区本町1-1-13

043-225-6232

青木内科医院

千葉県千葉市中央区中央3-4-1

043-222-1437

長谷川胃腸科クリニック

千葉県千葉市中央区中央3-15-13

043-222-8181

いそむら内科

千葉県千葉市中央区中央3-18-6 なかはらビル4F

043-224-1151

千葉きぼーるクリニック

千葉県千葉市中央区中央4-5-1

043-201-6600
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千葉中央クリニック

千葉県千葉市中央区本千葉町1-1 メディカルスクエア3Ｆ

043-445-8261

寺田クリニック

千葉県千葉市中央区富士見2-3-1 塚本大千葉ビル6階

043-225-7300

三木クリニック

千葉県千葉市中央区栄町24-12

043-222-1270

和田医院

千葉県千葉市中央区院内2-15-7

043-227-0361

千葉診療所

千葉県千葉市中央区院内1-8-12

043-224-2255

田那村内科小児科医院

千葉県千葉市中央区新宿2-5-21

043-241-3912

千葉みなと病院

千葉県千葉市中央区中央港1-29-1

043-241-5381

ポートスクエア柏戸クリニック

千葉県千葉市中央区問屋町1-35 千葉ポートサイドタワー27F

043-245-6051

井上記念病院

千葉県千葉市中央区新田町1-16

043-245-8800

三愛記念病院

千葉県千葉市中央区新田町2-3

043-246-2271

いそのメディカルクリニック

千葉県千葉市中央区新町17-3 ハマダパークビル3F

043-310-3030

椎名内科医院

千葉県千葉市中央区新町18-14

043-241-5116

千葉駅総合クリニック

千葉県千葉市中央区新千葉1-1-1 ペリエ千葉6階

043-307-5182

上田医院

千葉県千葉市中央区登戸1-13-18

043-306-2358

ゆかわクリニック

千葉県千葉市中央区登戸3-6-15

043-246-3388

椎名内科

千葉県千葉市中央区春日2-13-3

043-241-0171

有馬外科胃腸科

千葉県千葉市中央区春日2-15-19

043-241-4922

増田病院

千葉県千葉市中央区春日1-16-5

043-247-3821

轟健康クリニック

千葉県千葉市中央区汐見丘町23-1

043-203-6663

榎本医院

千葉県千葉市中央区東千葉1-5-5

043-287-4001

東千葉クリニック

千葉県千葉市中央区東千葉2-7-7-103

043-253-6601

ゆりの木クリニック

千葉県千葉市中央区東千葉1-13-9

043-290-1700

えりやま内科皮膚科医院

千葉県千葉市中央区松波3-19-8

043-254-4114

小浜内科外科クリニック

千葉県千葉市中央区弁天2-21-10

043-287-2003

山口内科外科クリニック

千葉県千葉市中央区弁天1-2-3 KMビル2F

043-207-7781

國分クリニック

千葉県千葉市中央区宮崎町235-8

043-266-2550

三愛記念そが病院

千葉県千葉市中央区宮崎2-11-15

043-261-0411

こいで内科消化器科クリニック

千葉県千葉市中央区松ヶ丘町73-3

043-262-0525

米満内科医院

千葉県千葉市中央区星久喜町606-25

043-265-5065

桐原クリニック

千葉県千葉市中央区大森町502

043-261-5961

久保小児科内科

千葉県千葉市中央区生実町1789-1

043-261-0201

淑徳おゆみ診療所

千葉県千葉市中央区生実町2407-1

043-265-8026

浜野長嶋内科

千葉県千葉市中央区浜野町906

043-266-2788

水野胃腸科・内科

千葉県千葉市中央区今井2-2-10

043-261-0613

鷲見医院

千葉県千葉市中央区今井2-7-9

043-261-0911

松石内科医院

千葉県千葉市中央区今井3-16-16

043-261-2059

今井町診療所

千葉県千葉市中央区白旗2-4-10

043-261-4537

なかしまクリニック

千葉県千葉市中央区南町2-15-19 MTKビル2階

043-268-8485

そが内科小児科クリニック

千葉県千葉市中央区南町2-16-5 海氣舘蘇我駅前ビル

043-266-3960

矢澤内科医院

千葉県千葉市中央区末広2-4-15

043-209-3501

中村内科クリニック

千葉県千葉市中央区千葉寺町309-2

043-261-1572

青柳内科クリニック

千葉県千葉市中央区千葉寺町1195-5 青葉ﾊﾟｰｸﾌﾟﾗｻﾞﾋﾞﾙ203

043-209-6200

市川クリニック

千葉県千葉市中央区千葉寺町1194-3 千葉寺ビル2階202号室

043-305-0818

神田内科医院

千葉県千葉市中央区長洲1-10-1

043-222-0656

越川内科医院

千葉県千葉市中央区長洲1-29-3

043-222-3468

ＪＣＨＯ千葉病院

千葉県千葉市中央区仁戸名町682

043-261-2211

土屋内科医院

千葉県千葉市若葉区千城台東2-31-6

043-236-7711

石渡内科

千葉県千葉市若葉区千城台南3-1-7

043-236-2661

らいむらクリニック

千葉県千葉市若葉区千城台西2-1-3

043-312-5620

中山内科クリニック

千葉県千葉市若葉区千城台北3-21-1 ラパーク千城台2F

043-236-5800

古川医院

千葉県千葉市若葉区千城台北1-1-11

043-234-4664
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楽多クリニック

千葉県千葉市若葉区千城台北4-7-2

043-308-7828

小倉台柏戸クリニック

千葉県千葉市若葉区小倉台4-18-3

043-231-0257

伊予クリニック

千葉県千葉市若葉区小倉台6-9-1

043-231-0527

篠クリニック

千葉県千葉市若葉区小倉台7-2-1

043-214-1173

小倉台福田医院

千葉県千葉市若葉区小倉町875-6

043-234-1991

千城台クリニック

千葉県千葉市若葉区小倉町829

043-233-2222

久保田医院

千葉県千葉市若葉区大宮台4-2-14

043-261-3667

長谷川整形外科

千葉県千葉市若葉区加曽利町1603-2

043-214-1141

千葉中央メディカルセンター

千葉県千葉市若葉区加曽利町1835-1

043-232-3691

みつわ台総合病院

千葉県千葉市若葉区若松町531-486

043-251-3030

さとうクリニック

千葉県千葉市若葉区若松町2138-1

043-214-3109

若松町ひまわりクリニック

千葉県千葉市若葉区若松町545-6

043-423-1044

青い鳥クリニック千葉

千葉県千葉市中央区弁天1-33-2

043-285-1151

藤井クリニック

千葉県千葉市若葉区高品町1057

043-214-6590

高品内科婦人科医院

千葉県千葉市若葉区高品町1589-15

043-226-4800

つがクリニック

千葉県千葉市若葉区都賀2-24-1

043-214-5560

都賀診療所

千葉県千葉市若葉区都賀2-14-12

043-231-1341

板谷内科クリニック

千葉県千葉市若葉区都賀3-9-1 都賀M3ビル

043-234-0220

都賀さいとう整形外科

千葉県千葉市若葉区都賀3-16-13

043-497-5137

わかば宮本医院

千葉県千葉市若葉区都賀2-14-3

043-232-5511

千葉内科クリニック

千葉県千葉市若葉区西都賀2-11-11

043-290-5055

小山内科

千葉県千葉市若葉区西都賀5-1-1

043-255-5101

小関医院

千葉県千葉市若葉区桜木1-27-1

043-231-0105

清宮医院

千葉県千葉市若葉区桜木7-6-17

043-231-0654

しょうじ内科

千葉県千葉市若葉区桜木8-6-17

043-231-0262

高圓内科医院

千葉県千葉市若葉区みつわ台3-23-94

043-251-0064

みつわ台クリニック

千葉県千葉市若葉区みつわ台4-1-8

043-251-3123

梶田医院

千葉県千葉市若葉区みつわ台4-17-5

043-256-1181

なかむら医院

千葉県千葉市若葉区みつわ台5-6-11

043-285-6155

若葉整形外科クリニック

千葉県千葉市若葉区みつわ台2-13-11

043-290-5577

こま内科・呼吸器内科

千葉県千葉市若葉区みつわ台2-38-10

043-253-8382

勝俣内科・小児科

千葉県千葉市若葉区都賀の台2-4-8

043-255-2120

東葉クリニック千葉

千葉県千葉市若葉区東寺山町572-14

043-206-0111

水野内科循環器科医院

千葉県千葉市若葉区野呂町282-1

043-228-3500

泉中央病院

千葉県千葉市若葉区高根町964-42

043-228-4131

高根町整形外科

千葉県千葉市若葉区高根町979-1

043-228-5331

総泉病院

千葉県千葉市若葉区更科町2592

043-237-5001

千葉南病院

千葉県千葉市緑区高田町401-5

043-292-5111

武村内科医院

千葉県千葉市緑区高田町1084

043-291-8591

こもだクリニック

千葉県千葉市緑区誉田町2-2307-3

043-308-3880

若新医院

千葉県千葉市緑区鎌取町131-34

043-261-8851

おゆみの診療所

千葉県千葉市緑区大金沢町364-1

043-293-1500

おゆみ野南医院

千葉県千葉市緑区刈田子町308-12

043-293-7100

やまもとクリニック

千葉県千葉市緑区古市場町101

043-261-0303

学園前クリニック

千葉県千葉市緑区おゆみ野1-12-11

043-292-1016

かまとり医院

千葉県千葉市緑区おゆみ野3-8-2

043-292-1151

鎌取セントラルクリニック

千葉県千葉市緑区おゆみ野4-12-5

043-291-8111

かない内科

千葉県千葉市緑区おゆみ野3-22-6 かまとりｸﾘﾆｯｸﾋﾞﾙ2F

043-226-9917

ひらた内科・小児科クリニック

千葉県千葉市緑区おゆみ野5-58-8

043-293-4192

鎌取内科

千葉県千葉市緑区おゆみ野2-9-6

043-293-1251

おゆみのクリニック

千葉県千葉市緑区おゆみ野中央4-26-4

043-292-2511
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にこにこ胃腸科･整形外科

千葉県千葉市緑区おゆみ野中央7-9-2

043-292-5078

みどりクリニック

千葉県千葉市緑区おゆみ野中央1-18-3

043-293-5503

椎名崎クリニック

千葉県千葉市緑区おゆみ野南2-11-1

043-293-1548

しののめ元山医院

千葉県千葉市緑区おゆみ野南5-18-3

043-300-1420

おゆみの中央病院

千葉県千葉市緑区おゆみ野南6-49-9

043-300-3355

角栄団地診療所

千葉県千葉市緑区越智町822-8

043-294-0880

篠崎医院

千葉県千葉市緑区土気町1632-6

043-294-0026

坂の上外科

千葉県千葉市緑区土気町311

043-294-5551

中野内科クリニック

千葉県千葉市緑区あすみが丘7-2-3

043-294-9100

川村クリニック

千葉県千葉市緑区あすみが丘1-19-2

043-295-7887

鏡戸病院

千葉県千葉市緑区あすみが丘1-31-8

043-294-1121

小渋医院

千葉県千葉市緑区あすみが丘4-37-11

043-295-1800

大久保クリニック

千葉県千葉市緑区あすみが丘7-12-8

043-295-0360

ながしまクリニック

千葉県千葉市緑区あすみが丘8-13-6

043-205-5575

山崎内科

千葉県千葉市美浜区幸町1-20-7

043-247-8886

幸町中央診療所

千葉県千葉市美浜区幸町2-12-6

043-247-2288

稲浜クリニック

千葉県千葉市美浜区高浜4-7-3

043-279-5810

成田医院

千葉県千葉市美浜区高洲2-3-17

043-245-0977

瀬古医院

千葉県千葉市美浜区高洲3-2-17

043-278-1916

たかはし医院

千葉県千葉市美浜区高洲3-10-1 サンフラワービレッジ稲毛海岸3階

043-278-0007

高洲中央医院

千葉県千葉市美浜区高洲4-5-11

043-278-0018

千葉マリンクリニック

千葉県千葉市美浜区高洲3-15 ベイマークスクエア1F

043-270-7778

あそうクリニック

千葉県千葉市美浜区高洲3-23-2 稲毛海岸ビル6階

043-278-8150

稲毛診療所

千葉県千葉市美浜区稲毛海岸4-11-3

043-241-6961

こん内科クリニック

千葉県千葉市美浜区稲毛海岸5-3-1

043-242-5888

真砂クリニック

千葉県千葉市美浜区真砂1-12-12

043-279-6221

赤尾クリニック

千葉県千葉市美浜区真砂3-1-7

043-278-0654

由宇クリニック

千葉県千葉市美浜区真砂3-13-4 美浜ウィング1F

043-278-5050

川島産婦人科内科

千葉県千葉市美浜区真砂1-12-11

043-278-0631

沼野胃腸科内科

千葉県千葉市美浜区磯辺3-24-6

043-278-2111

あいおいクリニック

千葉県千葉市美浜区磯辺5-10-1パークシティ検見川浜西の街1F

043-375-7082

海浜パーククリニック

千葉県千葉市美浜区打瀬2-1-2-5

043-275-2110

うたせメディカルクリニック

千葉県千葉市美浜区打瀬3-4 パティオス20番街101

043-351-2727

幕張ベイクリニック

千葉県千葉市美浜区打瀬2-16 パティオス17-1F

043-212-0505

打瀬並木道クリニック

千葉県千葉市美浜区打瀬1-2-1 幕張ベイタウンプラザ3階

043-297-7337

うたせ内科・呼吸器内科

千葉県千葉市美浜区打瀬1-11-1 幕張ベイタウンアムゼ2階

043-212-8811

幕張ハートクリニック

千葉県千葉市美浜区ひび野1-7

043-441-7311

総合クリニックドクターランド幕張

千葉県千葉市美浜区豊砂1-13イオンモール幕張新都心グランドモール4F

043-351-8555

舘野医院

千葉県千葉市美浜区幕張西2-5-3

043-273-0716

幕張西クリニック

千葉県千葉市美浜区幕張西2-7-11 1F

043-310-8870

幕張マリブクリニック

千葉県千葉市美浜区中瀬2-6-1 WBGマリブウエスト2階A0203号室

043-297-0188

浅利クリニック

千葉県銚子市春日町1246-3

0479-20-1888

医療法人社団昭仁会 安藤医院

千葉県銚子市東芝町3-15

0479-22-0180

医療法人厚仁会 内田病院

千葉県銚子市西芝町4-4

0479-22-8600

医療法人芳仁会 海村医院本院

千葉県銚子市双葉町3-19

0479-25-1711

医療法人寿徳会 加瀬外科医院

千葉県銚子市双葉町1-18

0479-23-1155

片倉外科医院

千葉県銚子市橋本町2252

0479-22-5600

医療法人社団洋光会 協和医院

千葉県銚子市唐子町8-33

0479-30-4855

医療法人社団圭寿会 兒玉病院

千葉県銚子市東芝町6-15

0479-23-3331

児玉メディカルクリニック

千葉県銚子市豊里台1-1044-21

0479-21-7666

医療法人積仁会 島田総合病院

千葉県銚子市東町5-3

0479-22-5401
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須藤医院

千葉県銚子市和田町1442

0479-22-1311

関谷医院

千葉県銚子市三軒町16-1

0479-22-0577

医療法人財団みさき会 たむら記念病院

千葉県銚子市三崎町2-2609-1

0479-25-1611

銚子市立病院

千葉県銚子市前宿町597

0479-23-0011

医療法人社団廣仁会 東京堂クリニック

千葉県銚子市明神町1-62-1

0479-22-0118

医療法人社団聡誠会なゆきクリニック

千葉県銚子市長塚町3-251

0479-25-2960

医療法人社団双葉会 宮内医院

千葉県銚子市馬場町7-16

0479-22-1639

吉野クリニック

千葉県銚子市松岸町4-778-51

0479-25-7008

力武医院

千葉県銚子市新生町1-45-22

0479-23-0520

（医）社団鎮誠会東金整形外科

千葉県東金市東岩崎2-26-14

0475-55-8002

はっとり内科クリニック

千葉県東金市求名76-1

0475-71-3190

医療法人静和会浅井病院

千葉県東金市家徳38-1

0475-58-1407

平山クリニック

千葉県東金市東金931

0475-52-2012

（医）社団明生会東葉クリニック東新宿

千葉県東金市東新宿8-1

0475-55-1501

（医）社団大喜会斉藤クリニック

千葉県東金市台方2058-2

0475-53-1110

（医）社団七風会あづま醫院

千葉県富里市七栄６４６－７８６

0476-90-1168

（医）社団知巳会龍岡クリニック

千葉県富里市七栄６５３－７３

0476-92-6970

（医）社団戸村内科クリニック

千葉県富里市御料葉山９２３－１１

0476-92-9011

（医）社団英彦山会みやび内科クリニック

千葉県富里市日吉倉572-2

0476-92-7533

(医）社団樹々会日吉台病院

千葉県富里市日吉台１－６－２

0476-92-0001

目黒クリニック

千葉県富里市十倉1

0476-29-4562

（医）徳洲会成田富里徳洲会病院

千葉県富里市日吉台1-1-1

0476-93-1001

（医）社団英正会 なのはな眼科・内科

千葉県富里市七栄字獅子穴649-55 ﾅﾘﾀﾔ富里店ﾃﾅﾝﾄ棟

0476-85-8600

赤沼外科内科医院

千葉県流山市野々下5-972-2

04-7143-0127

あらい内科・外科

千葉県流山市南流山8-11-9

04-7179-5329

いけだ内科小児科クリニック

千葉県流山市南流山2-8-10 Ｅｌａｉａ南流山101号

04-7157-7717

江戸川台クリニック

千葉県流山市江戸川台東2-123

04-7153-1490

おおたかの森クリニック

千葉県流山市東初石6-183-1 4階

04-7178-4777

おおたかの森ﾌｫﾚｽﾄクリニック

千葉県流山市市野谷660-1（新Ａ街区１）Ｋ

04-7178-7780

小野クリニック

千葉県流山市中野久木530-1

04-7178-3006

笠原クリニック

千葉県流山市市野谷665-40 ハナミズキテラス３階

04-7178-6633

柏の葉北総病院

千葉県流山市駒木台233-4

04-7155-5551

かまたクリニック

千葉県流山市南流山3-16-1

04-7159-6151

川崎レディースクリニック

千葉県流山市東初石4-135-38

04-7155-3451

木口小児科

千葉県流山市加4-18-3

04-7150-1323

江陽台病院

千葉県流山市西深井393番地

04-7153-2555

佐藤医院

千葉県流山市宮園2-1-2

04-7159-0559

柴沼医院

千葉県流山市松ヶ丘1-475

04-7143-4945

新柏クリニックおおたかの森

千葉県流山市市野谷666-1

04-7192-8668

杉下医院

千葉県流山市流山8-1166-3

04-7158-0048

すずき内科クリニック

千葉県流山市平和台4-5-43

04-7159-3251

すずき皮膚科クリニック

千葉県流山市南流山3-11-4

04-7150-0028

髙櫻内科胃腸科

千葉県流山市西初石3-100森田ﾋﾞﾙ2Ｆ

04-7155-2074

田村内科クリニック

千葉県流山市野々下3-931-35

04-7146-0017

千葉愛友会記念病院

千葉県流山市鰭ヶ崎1-1

04-7110-0858

つのみやクリニック

千葉県流山市十太夫108―２（新Ｃ57街区４画地）

04-7156-8222

東葛病院

千葉県流山市中102-1

04-7128-9393

中島内科医院

千葉県流山市流山1-271

04-7158-1207

流山中央病院

千葉県流山市東初石2-132-2

04-7154-5741

流山東部診療所

千葉県流山市名都借909-1

04-7147-7878

西村内科胃腸科医院

千葉県流山市南流山2丁目24番地の4

04-7150-3885

千葉県18

実施機関名

所在地

電話番号

藤澤内科クリニック

千葉県流山市加4-18-2

04-7150-1441

ふじわら内科クリニック

千葉県流山市南流山4-1-1 ルートビル南流山1Ｆ

04-7192-8331

まちや外科内科

千葉県流山市江戸川台西1-123

04-7153-2771

松山クリニック

千葉県流山市江戸川台西1-104

04-7155-4117

南流山駅前クリニック

千葉県流山市南流山2-23-16平澤ビル１Ｆ

04-7178-7500

向小金クリニック

千葉県流山市向小金3-147-2

04-7176-3240

横田医院

千葉県流山市江戸川台東2-270

04-7152-0101

よねたにクリニック

千葉県流山市西初石5-113-1 おおたかﾌﾟﾗｻﾞﾋﾞﾙ201

04-7155-8877

ライフガーデン中央クリニック

千葉県流山市東初石6-183-1 ライフガーデン403Ｂ

04-7178-2677

津田沼駅前クリニック

千葉県習志野市津田沼1-2-8

047-455-3290

津田沼医院

千葉県習志野市津田沼1-18-45

047-479-2611

よしごえクリニック内科胃腸科

千葉県習志野市津田沼3-23-9

047-403-3866

太田医院

千葉県習志野市津田沼4-3-2

047-452-2417

習志野第一病院

千葉県習志野市津田沼5-5-25

047-454-1511

徳山内科外科医院

千葉県習志野市津田沼7-16-19

047-453-3515

津田沼中央総合病院

千葉県習志野市谷津1-9-17

047-476-5134

こいずみクリニック

千葉県習志野市谷津1-15-3

047-409-6835

ひらのメディカルクリニック

千葉県習志野市谷津3-1-12

047-409-7800

谷津ロイヤルクリニック

千葉県習志野市谷津4-6-19

047-408-2121

高橋クリニック

千葉県習志野市谷津4-8-45

047-408-0550

まきた内科医院

千葉県習志野市谷津5-6-14

047-473-1510

尾髙内科・胃腸クリニック

千葉県習志野市奏の杜1-12-3

047-477-5525

津田沼すぎむらクリニック

千葉県習志野市奏の杜1-12-3

047-477-1306

メディカルスクエア奏の杜クリニック

千葉県習志野市奏の杜2-1-1-２Ｆ

047-406-5000

津田沼南クリニック

千葉県習志野市奏の杜3-3-15

047-476-0078

袖ヶ浦西クリニック

千葉県習志野市袖ヶ浦1-7-4

047-452-1006

いちかわ内科

千葉県習志野市袖ヶ浦3-5-3-7

047-408-0772

習志野クリニック

千葉県習志野市袖ヶ浦4-17-3

047-452-9542

幕張インター外科

千葉県習志野市袖ヶ浦5-19-2

047-454-2388

蒔田医院

千葉県習志野市秋津4-13-5

047-451-4702

秋津産科婦人科

千葉県習志野市秋津5-12-1

047-452-3541

かすみクリニック

千葉県習志野市香澄2-9-9

047-453-2266

クリニックあらい

千葉県習志野市香澄6-4-4

047-451-5005

ひらの医院

千葉県習志野市本大久保1-5-7

047-403-7111

松信クリニック

千葉県習志野市本大久保3-5-27

047-473-2335

古川医院

千葉県習志野市大久保2-14-20

047-475-2976

山川医院

千葉県習志野市大久保4-10-17

047-472-1378

豊﨑循環器内科クリニック

千葉県習志野市大久保1-23-8

047-470-3330

瀬古クリニック

千葉県習志野市藤崎2-13-33

047-493-5133

ふじさき内科クリニック

千葉県習志野市藤崎3-25-13

047-479-2241

吉岡医院

千葉県習志野市藤崎6-15-16

047-472-8821

実籾診療所

千葉県習志野市実籾1-5-2

047-472-0431

ほしかわクリニック

千葉県習志野市実籾2-15-23

047-470-5505

あんどうクリニック

千葉県習志野市実籾4-6-7

047-476-1111

蒔田クリニック

千葉県習志野市実籾5-1-7

047-403-2070

赤松小児科内科医院

千葉県習志野市実籾5-2-12

047-473-6262

実籾外科整形外科

千葉県習志野市実籾5-29-1

047-472-6311

岩月胃腸科肛門科

千葉県習志野市実籾5-9-27

047-478-1781

井幡整形外科・外科

千葉県習志野市東習志野6-13-19

047-473-2233

（医）鳳生会 成田病院

千葉県成田市押畑８９６

0476-22-1500

（医）社団聖母会聖マリア記念病院

千葉県成田市取香 ４４６

0476-32-0711

千葉県19

実施機関名

所在地

電話番号

（医）社団昭文会黒田内科診療所

千葉県成田市加良部１－３－２

0476-26-3251

麻野クリニック

千葉県成田市三里塚御料１－１３７６

0476-35-4588

日本医科大学 成田国際空港クリニック

千葉県成田市古込字古込１-１

0476-34-6119

（医）社団明江会鳥居内科医院

千葉県成田市吾妻 ３－４９－１

0476-27-3456

（医）社団成蘭会 立花・真鍋医院

千葉県成田市橋賀台１－１５－４

0476-27-3535

いしがみ医院

千葉県成田市公津の杜２－１７－７

0476-26-2888

（医）社団麗郷会小田内科医院

千葉県成田市玉造４－４２－３

0476-28-2256

（医）社団稲林会片岡内科循環器科医院

千葉県成田市玉造７－２４－２

0476-28-3027

京増内科クリニック

千葉県成田市花崎町 ８４２－３

0476-22-1717

（医）社団中島医院

千葉県成田市中台６－２－１

0476-27-3454

（医）社団みさと会美郷台木内クリニック

千葉県成田市美郷台1-13-10

0476-23-5551

（医）社団国保医院

千葉県成田市玉造４－４２－２

0476-26-3613

（医）社団國手会藤倉クリニック

千葉県成田市幸町４８３

0476-22-1158

（医）社団徳進会木下医院

千葉県成田市公津の杜５－２８－１

0476-27-7222

岡崎医院

千葉県成田市吉岡15-2

0476-73-5225

（医）社団透光会大栄病院

千葉県成田市桜田1137

0476-73-2311

大田クリニック

千葉県成田市ウイング土屋１４１

0476-23-2100

（医）社団柔仁会矢野医院

千葉県成田市猿山1131

0476-96-0071

（医）社団伊藤医院

千葉県成田市本三里塚78-3

0476-35-0101

つかだファミリークリニック

千葉県成田市加良部５－７－２

0476-26-4750

（医）社団江正会桜田内科

千葉県成田市公津の杜2-27-1

0476-37-4757

（医）社団 わたなべクリニック

千葉県成田市公津の杜3-3-8

0476-36-7878

公津の杜メディカルクリニック

千葉県成田市飯田町124-3

0476-20-5551

成田赤十字病院

千葉県成田市飯田町90-1

0476-22-2311

青木クリニック

千葉県野田市東宝珠花361

04-7198-7864

あらい内科クリニック

千葉県野田市野田1226

04-7122-5723

石井医院

千葉県野田市野田45

04-7122-2434

うちだ内科クリニック

千葉県野田市蕃昌250-2

04-7127-8181

梅郷痛みと内科のクリニック

千葉県野田市山崎1850-1 梅郷メディカルプラザ1F

04-7126-1900

梅郷整形外科ｸﾘﾆｯｸ

千葉県野田市山崎2785

04-7125-2011

江戸川病院

千葉県野田市山崎2702

04-7124-5511

大槻医院

千葉県野田市岩名1-17-2

04-7127-3424

岡田病院

千葉県野田市柳沢221

04-7124-6151

奥野循環器科クリニック

千葉県野田市山崎1649-3

04-7123-7711

尾崎台クリニック

千葉県野田市尾崎台14

04-7127-6677

小澤医院

千葉県野田市野田15

04-7122-3980

門倉医院

千葉県野田市上花輪628-1

04-7124-5311

キッコーマン総合病院

千葉県野田市宮崎100

04-7123-5911

江医院

千葉県野田市柳沢54-16

04-7124-2831

光葉町クリニック

千葉県野田市光葉町1-6 ステーションモール七光台

04-7197-3971

小張総合病院

千葉県野田市横内29-1

04-7124-6666

小林医院

千葉県野田市中野台183

04-7122-2835

さえぐさ医院

千葉県野田市山崎1668-2

04-7193-8630

桜台診療所

千葉県野田市桜台24-2 コージークリニックモール01

04-7126-2929

新村医院

千葉県野田市瀬戸84

04-7138-2103

杉崎クリニック

千葉県野田市宮崎56-23

04-7125-1070

鈴木医院

千葉県野田市野田293

04-7124-5683

スズキ皮フ科内科クリニック

千葉県野田市東中根36-1 ｲｵﾝノア店3F

04-7126-2285

須藤整形外科

千葉県野田市上花輪新町32-14

04-7122-1221

関根医院

千葉県野田市尾崎840-27

04-7127-1821

関宿中央医院

千葉県野田市木間ヶ瀬2423-1

04-7198-5108

千葉県20

実施機関名

所在地

電話番号

瀬戸クリニック

千葉県野田市瀬戸179-9

04-7138-1664

丹保医院

千葉県野田市七光台428-56

04-7129-3557

東葛クリニック野田

千葉県野田市吉春211

04-7124-3101

豊泉医院

千葉県野田市尾崎815-2

04-7129-3813

中島医院

千葉県野田市山崎貝塚町11-12

04-7125-8308

中本医院

千葉県野田市上花輪861

04-7122-3377

七光台クリニック

千葉県野田市光葉町1-8-6

04-7197-2302

七光台内科外科

千葉県野田市七光台4-2 ｲｵﾝタウン野田七光台メディカルE棟2F

04-7127-8800

野田中央病院

千葉県野田市二ツ塚148

04-7122-6161

野田南部診療所

千葉県野田市山崎1737-2

04-7121-0171

野田病院

千葉県野田市中里1554-1

04-7128-1008

野田ライフケアセンタークリニック

千葉県野田市野田840

04-7123-1345

はたのこどもクリニック

千葉県野田市みずき2-14-4

04-7123-7121

花井クリニック

千葉県野田市花井249-5

04-7123-3900

東葛飾病院

千葉県野田市中戸13

04-7196-1166

皮膚科東武川間

千葉県野田市尾崎840-6 玉の家第一ビル3F

04-7127-4112

山縣医院

千葉県野田市堤台52-2

04-7125-3741

やまかわ内科・神経内科クリニック

千葉県野田市山崎新町2-11

04-7197-3520

山崎外科内科

千葉県野田市清水419

04-7122-2359

医）栄陽会 東病院

千葉県富津市大堀2114

0439-87-0165

三枝病院

千葉県富津市青木1641

0439-87-0650

医）周晴会 竹岡クリニック

千葉県富津市竹岡645

0439-67-3550

天羽診療所

千葉県富津市売津139-1

0439-67-2555

君津中央病院 大佐和分院

千葉県富津市千種新田710

0439-65-1251

高本クリニック

千葉県富津市新井414-1

0439-88-0674

たなかハートクリニック

千葉県富津市大堀4-1-24

0439-80-1137

原田内科小児科医院

千葉県富津市湊497-5

0439-67-3223

医）俊真会 鈴木内科クリニック

千葉県富津市長崎331-3

0439-70-6111

あさなぎセントラルクリニック

千葉県富津市大堀1816

0439-87-0039

医）三東会 竹内医院

千葉県富津市大堀2-14-15

0439-87-0012

医）博章会 金井医院

千葉県富津市大堀543

0439-87-0494

医）石誠会 さくらクリニック

千葉県富津市下飯野1350-1

0439-80-1110

渡辺医院

千葉県船橋市宮本２－１－１６

047-422-5259

くりはら内科・皮膚科クリニック

千葉県船橋市宮本４－１２－１８

047-422-2624

医療法人社団慈善会ぜんり歯科内科クリニック

千葉県船橋市宮本８－３１－１５

047-423-3051

医療法人社団慈心会 青山病院

千葉県船橋市市場４－２１－８

047-424-5511

有田クリニック

千葉県船橋市東船橋３－３３－３ ストーンフィールドビル１Ｆ

047-425-8663

医療法人社団優進会 かわい内科クリニック

千葉県船橋市浜町２－２－７ ビビットスクエア４Ｆ

047-432-5353

やぐち内科クリニック

千葉県船橋市宮本２－１－１８

047-460-5107

医療法人社団永和会 南船橋クリニック

千葉県船橋市若松２－６－１－１２１

047-431-1820

医療法人社団志友会 東京ベイサイドクリニック

千葉県船橋市浜町２－１－１

047-495-0013

医療法人弘仁会 板倉病院

千葉県船橋市本町２－１０－１

047-431-2662

医療法人社団ヨゼフ会 高木医院

千葉県船橋市本町２－２６－２４

047-431-2256

医療法人社団蘭寿会 佐野医院

千葉県船橋市本町３－３－７

047-422-2278

医療法人成春会 花輪クリニック

千葉県船橋市本町１－３－１ 船橋フェイスビル８階

047-422-2254

医療法人社団ハーモニー高良消化器内科クリニック

千葉県船橋市本町６－１－３ メルファーレ船橋２Ｆ

047-426-1335

森田クリニック

千葉県船橋市本町１－２０－３５

047-431-7051

田中外科・肛門科クリニック

千葉県船橋市本町３－３６－２８ ホーメストビル４Ｆ

047-460-5650

ますだ 乳腺・甲状腺クリニック

千葉県船橋市本町６－１－３

047-411-7430

小野内科医院

千葉県船橋市本町７－２５－５ ２階

047-460-1766

医療法人社団幸彩会 船橋肛門・胃腸クリニック

千葉県船橋市本町６－１８－５ アサヒ船橋ビル２Ｆ

047-423-8600

千葉県21

実施機関名

所在地

電話番号

やすまクリニック

千葉県船橋市本町１－５－３ ﾏﾙﾎﾝﾋﾞﾙ ３階

047-407-2111

医療法人社団嘉恒会 船橋駅前内科クリニック

千葉県船橋市本町７－６－１ 船橋ツインビル東館６Ｆ

047-406-5515

医療法人社団共進会 そうぶホームクリニック

千葉県船橋市本町７－５－１９－２Ｆ

047-456-8331

医療法人弘仁会 板倉サテライトクリニック

千葉県船橋市本町７－１－１ シャポー船橋南館５Ｆ

047-411-6525

山中医院

千葉県船橋市馬込町９５２－８

047-438-3611

医療法人社団萌生会 東武塚田クリニック

千葉県船橋市前貝塚町５６５－１２

047-430-3322

坂口医院

千葉県船橋市丸山１－５５－３

047-438-6381

金杉台クリニック

千葉県船橋市金杉台１－１－７－１０３

047-449-3932

医療法人社団うつぎ会 法典クリニック

千葉県船橋市上山町１－１２８－１ ルーラル拾弐番館２Ｆ

047-337-7896

医療法人社団 朝比奈クリニック

千葉県船橋市夏見４－１－３４

047-422-7795

馬込沢クリニック

千葉県船橋市藤原７－２－２ レランドショッピングセンター４Ｆ

047-439-1703

医療法人社団芳愛会 山口内科

千葉県船橋市上山町１－１３９－８

047-300-6600

医療法人社団海楽会 いわさき内科クリニック

千葉県船橋市藤原３－３６－１１

047-490-8976

富谷内科循環器科

千葉県船橋市夏見台１－１８－７ 夏見台ビル２Ｆ

047-406-6556

医療法人社団麒麟会 若葉クリニック

千葉県船橋市上山町１－１５７－１

047-303-0800

内藤クリニック

千葉県船橋市北本町１－３－１ メディカルモール２Ｆ

047-422-2889

ジーク夏見クリニック

千葉県船橋市夏見１－２－１７ エスポアール小泉第二

047-460-1100

さいとう眼科

千葉県船橋市北本町１－３－１ Ｋメディカルモール

047-460-2211

きのしたクリニック

千葉県船橋市前貝塚町５４９－１ Ｇ．Ｇ．Ｃ １Ｆ

047-401-6881

医療法人社団協友会 船橋総合病院

千葉県船橋市北本町１－１３－１

047-425-1151

医療法人社団鳳翔会 すぎおかクリニック

千葉県船橋市夏見台３－９－２５

047-406-7272

佐瀬医院

千葉県船橋市海神４－１－１４

047-431-0034

藤岡医院

千葉県船橋市海神５－１２－２９

047-431-5398

船橋中央病院

千葉県船橋市海神６－１３－１０

047-433-5885

千葉県勤労者医療協会 南浜診療所

千葉県船橋市南本町６－５

047-431-3717

医療法人社団航和会 峰岡クリニック

千葉県船橋市湊町３-３-１８

047-431-1302

医療法人社団青山会 船橋診療所

千葉県船橋市湊町２－８－９

047-433-5105

医療法人社団怜慈会 山﨑内科外科クリニック

千葉県船橋市山手１－１－３ ルネ・アクシアム

047-432-1007

医療法人社団順孝会 なかむら内科消化器クリニック 千葉県船橋市海神6-7-12

047-433-4976

まつもと内科クリニック

千葉県船橋市海神６－８－２５

047-495-2541

ほり内科クリニック

千葉県船橋市湊町２－５－６

047-495-5110

総合クリニックドクターランド船橋

千葉県船橋市山手１－１－８－１０１

047-437-6868

船橋行田クリニック

千葉県船橋市行田３－２－２３

047-430-7177

加藤内科

千葉県船橋市古作３－７－１０

047-334-5977

野上医院

千葉県船橋市西船４－１８－１０

047-431-3352

葛葉クリニック

千葉県船橋市西船４－２２－１

047-434-2284

医療法人社団博葉会 近藤クリニック

千葉県船橋市葛飾町２－３３７

047-434-6000

医療法人社団ディーオーアイ 土居内科医院

千葉県船橋市東中山１－１８－１０

047-334-2686

川上胃腸科内科医院

千葉県船橋市本中山７－１１－１３

047-333-0681

医療法人社団雅真会 小栗原クリニック

千葉県船橋市本中山３－８－１６

047-333-5553

医療法人社団恵翔会 岩田内科循環器科

千葉県船橋市西船４－１２－１０ 早稲田１３時ビル７階

047-432-7722

医療法人社団邦桜会 加藤内科クリニック

千葉県船橋市本中山２－１０－１ ミレニティ中山４Ｆ

047-302-6881

医療法人社団 西船内科

千葉県船橋市西船４－２３－８

047-431-6400

まつうら内科

千葉県船橋市西船２－２８－１ 大日・西船ビル２Ｆ

047-495-5225

医療法人社団広泰会 本中山クリニック

千葉県船橋市本中山２－１８－３ カタンクローバービル１Ｆ

047-302-3777

医療法人社団靖恵会 とやま内科

千葉県船橋市本中山５－９－２０

047-316-0055

西船医院

千葉県船橋市西船２－２１－１

047-495-3633

医療法人社団睦会 いけだ病院

千葉県船橋市前原東１－６－４

047-472-7171

医療法人社団俊景会 前原医院

千葉県船橋市前原西３－２３－１１

047-472-2445

深沢医院

千葉県船橋市前原西２－８－３

047-472-3069

原留眼科医院

千葉県船橋市前原西２－８－１３

047-476-6231

千葉県22

実施機関名

所在地

電話番号

津田沼診療所

千葉県船橋市前原西２－９－１１

047-479-2525

平安堂内科

千葉県船橋市前原西２－１１－１１

047-475-2629

医療法人社団 さとうクリニック

千葉県船橋市前原西４－１７－１６

047-472-1727

福井医院

千葉県船橋市前原西５－９－１

047-478-8833

医療法人社団康生会 吉田医院

千葉県船橋市前原西６－１－２３

047-472-2905

船津医院

千葉県船橋市前原西８－２４－５

047-466-6711

医療法人社団 桜景会 及川医院

千葉県船橋市三山９－６－１６

047-473-3625

医療法人社団朋友会 庭野クリニック

千葉県船橋市薬円台５－２０－３

047-466-1347

医療法人社団千裕会 こばやしクリニック

千葉県船橋市前原東６－２０－３５

047-479-0122

医療法人社団佑仁会 クリニック津田沼

千葉県船橋市前原西２－７－４

047-478-5505

医療法人社団 はぎわら内科クリニック

千葉県船橋市前原西２－３３－１１

047-472-1002

医療法人社団清心会 薬円台泌尿器科腎クリニック

千葉県船橋市薬円台６－１－１ 薬円台駅ビル

047-496-3021

戸張クリニック

千葉県船橋市田喜野井７－３－１３

047-456-4777

ならしの内科外科

千葉県船橋市三山２－１－１１

047-403-8400

医療法人社団孝良会 井上クリニック

千葉県船橋市前原東５－１３－４

047-455-5335

医療法人社団貞壽会 いとう内科循環器科クリニック 千葉県船橋市二宮１－５－４

047-465-2000

医療法人社団椰子の実会 たかざわ医院

千葉県船橋市薬円台６－３－８

047-490-3344

小林医院

千葉県船橋市薬円台６－１－１ 薬園台駅ビル２階Ｃ号室

047-496-1116

芝山診療所

千葉県船橋市芝山３－１－３

047-463-7698

芝山医科歯科クリニック

千葉県船橋市芝山４－１７－９

047-467-6177

堀野医院

千葉県船橋市緑台２－６－２－１０５

047-447-1421

医療法人社団恒裕会 遠藤医院

千葉県船橋市新高根２－１５－１１

047-463-9555

医療法人社団星医会 山本医院

千葉県船橋市新高根４－７－８

047-465-5566

医療法人愛の家 高根台病院

千葉県船橋市高根台４－１－１

047-465-2200

医療法人社団 高根木戸診療所

千葉県船橋市高根台４－２３－３

047-466-2203

医療法人社団千葉秀心会東船橋病院

千葉県船橋市高根台４－２９－１

047-468-0011

医療法人社団幸訪会 吉沼医院

千葉県船橋市南三咲１－２２－１６

047-448-2800

佐々木医院

千葉県船橋市南三咲２－１１－３

047-448-2134

医療法人社団協和会 滝不動病院

千葉県船橋市南三咲４－１３－１

047-448-6881

かじかわ内科

千葉県船橋市飯山満町１－８３２－５

047-426-6688

医療法人沖縄徳洲会 はさまレインボークリニック

千葉県船橋市飯山満町３－１３４５－１

047-496-3883

医療法人社団誠尽会 妹尾内科

千葉県船橋市高根台６－２－２２ ＳＸビル２階

047-490-2221

医療法人沖縄徳洲会 千葉徳洲会病院

千葉県船橋市高根台２‐１１‐１

047-774-0385

医療法人社団 中條医院

千葉県船橋市西習志野１－９－３０

047-466-3133

医療法人社団博水会 水井医院

千葉県船橋市西習志野１－５９－６

047-464-8333

医療法人社団直仁会 横堀クリニック

千葉県船橋市西習志野４－２０－１６

047-463-9731

鵜澤医院

千葉県船橋市西習志野４－２３－３

047-464-6266

医療法人社団いずみ会 熱田胃腸科外科医院

千葉県船橋市習志野台１－１１－４

047-466-4636

医療法人成春会 北習志野花輪病院

千葉県船橋市習志野台２－７１－１０

047-462-2112

医療法人社団ＮＩＣＯ 習志野台整形外科内科

千葉県船橋市習志野台２－１６－１

047-461-1221

高地内科

千葉県船橋市西習志野３－２５－６

047-469-5080

せき内科クリニック

千葉県船橋市習志野台４－３－８

047-496-7890

山岡内科クリニック

千葉県船橋市習志野台３－１３－２５

047-468-0720

医療法人社団尚志会 北條内科クリニック

千葉県船橋市習志野台６－１５－１６

047-468-7336

あおうだ内科クリニック

千葉県船橋市習志野台８－４６－９

047-467-8211

医療法人成春会 花輪病院附属駅前クリニック

千葉県船橋市習志野台２－１－６ 北習志野駅前ビル３Ｆ

047-461-2112

たけしファミリークリニック

千葉県船橋市習志野台６－３－２５

047-465-1192

北習志野えんどう内科

千葉県船橋市習志野台３－１７－１５

047-404-1184

さんいく会ファミリークリニック

千葉県船橋市松が丘１－５－４

047-466-1515

松が丘診療所

千葉県船橋市松が丘２－３８－８

047-463-2125

川本医院

千葉県船橋市咲が丘３－１－１０

047-447-9155

千葉県23

実施機関名

所在地

電話番号

飯岡医院

千葉県船橋市小室町２８１９－３

047-457-6845

阿部小児科

千葉県船橋市小室町２８１９－４

047-457-6271

医療法人社団嬉泉会 大島記念 嬉泉病院

千葉県船橋市三咲３－５－１５

047-448-3330

医療法人社団弘成会 コミュニティクリニックみさき

千葉県船橋市三咲３－１－１５

047-440-1512

二和ふれあいクリニック

千葉県船橋市二和東５－１－１

047-448-7118

医療法人社団三松会 さくらクリニック

千葉県船橋市大穴北８－４０－１

047-490-0660

医療法人社団桂勝会 ふたわ整形外科内科

千葉県船橋市二和東６－１８－２６

047-440-5850

はしもとクリニック

千葉県船橋市咲が丘３－２５－３ ミツヨシビル２階

047-448-5175

医療法人社団 とよさわクリニック

千葉県船橋市二和東6-12-2

047-407-7155

松上医院

千葉県船橋市三咲３－６－１０

047-448-7030

医療法人社団晟安会 しまね内科クリニック

千葉県船橋市坪井東１－２－２５

047-456-5252

医療法人社団渓山会 森山クリニック

千葉県船橋市二和東６－１７－１２

047-447-5859

あおぞら診療所

千葉県松戸市緑ヶ丘2-357

047-369-1248

秋山ハートクリニック

千葉県松戸市秋山68-1

047-330-9911

足立中央クリニック

千葉県松戸市日暮2-2-1

047-386-0088

柿の木台クリニック

千葉県松戸市二十世紀が丘萩町74

047-308-6671

岡産婦人科稔台クリニック

千葉県松戸市稔台1-8-21

047-364-2071

奥隅医院

千葉県松戸市緑ヶ丘2-285

047-362-1825

加賀谷正クリニック

千葉県松戸市東松戸3-7-19

047-312-7707

クリニックソワニエ

千葉県松戸市稔台7-2-18

047-308-3008

こすもす内科クリニック

千葉県松戸市日暮5-194 M-PARTⅣ日暮ビル1Ｆ

047-385-8621

小関内科医院

千葉県松戸市二十世紀が丘戸山町113

047-391-1473

さくらクリニック・松戸

千葉県松戸市和名ヶ谷1424-22

047-312-7600

島村トータル･ケア･クリニック

千葉県松戸市松戸新田21-2

047-308-5546

清仁会クリニック

千葉県松戸市日暮2-3-15

047-385-1234

田代外科医院

千葉県松戸市松戸新田488-7

047-364-9976

西村内科循環器科

千葉県松戸市仲井町3-79-2

047-369-1011

東松戸クリニック

千葉県松戸市東松戸3-2-1 ｱﾙﾌﾚﾝﾃ3Ｆ

047-392-9911

高塚団地診療所

千葉県松戸市高塚新田123-5

047-392-6751

松戸タワークリニック

千葉県松戸市松戸1139-2 ﾗｲｵﾝｽﾞｽﾃｰｼｮﾝﾀﾜｰ松戸301

047-331-0143

丸山内科医院

千葉県松戸市野菊野6-6-105

047-361-7900

三井クリニック

千葉県松戸市日暮1-16-1 ＲＧ八柱ビル3Ｆ

047-392-1013

宮前クリニック

千葉県松戸市日暮5-195 ｸﾞﾗﾝﾃﾞｨｽ新八柱1Ｆ

047-311-1666

八柱三和クリニック

千葉県松戸市日暮1-16-2 日暮ビル2Ｆ

047-312-8830

三和病院

千葉県松戸市日暮7-379

047-712-0202

八柱みどりの整形外科

千葉県松戸市日暮1-17-1

047-312-8877

若林胃腸科クリニック

千葉県松戸市二十世紀が丘丸山町50-1

047-391-8877

そが内科クリニック

千葉県松戸市本町19-16 松戸ウエストビル4Ｆ

047-308-6677

竹下医院

千葉県松戸市古ヶ崎2-3188-8

047-363-6286

東葛クリニックみらい

千葉県松戸市本町21-2 都市綜合第三ビル

047-366-6150

西内科神経内科クリニック

千葉県松戸市下矢切83-4

047-311-4063

橋本内科クリニック

千葉県松戸市根本14-2 ﾊﾟｰｸｽｶｲﾀﾜｰ松戸1Ｆ

047-368-1131

平野医院

千葉県松戸市本町5-10

047-362-2322

ほっち医院

千葉県松戸市松戸2044

047-362-2531

まつど内科

千葉県松戸市松戸1834-15 ｷｭｰﾋﾞｯｸ松戸ﾋﾞﾙ2Ｆ

047-308-6121

皆川医院

千葉県松戸市下矢切72

047-368-2341

三矢小台内科クリニック

千葉県松戸市三矢小台1-2-2

047-362-4383

矢切クリニック

千葉県松戸市栗山125-1

047-394-8850

柳澤医院

千葉県松戸市古ヶ崎803

047-364-1300

日本大学松戸歯学部付属病院

千葉県松戸市栄町西2-870-1

047-360-9526

東葛クリニック病院

千葉県松戸市樋野口865-2

047-364-5121

千葉県24

実施機関名

所在地

電話番号

石島医院

千葉県松戸市南花島2-27-3

047-367-2131

恩田メディカルクリニック

千葉県松戸市馬橋1828

047-341-1265

兒玉医院

千葉県松戸市三ケ月1543

047-345-6971

総合クリニックドクターランド松戸

千葉県松戸市松戸新田245-26 ｸﾞﾘｰﾝﾏｰｸｼﾃｨ2Ｆ

047-369-3333

高木クリニック

千葉県松戸市栄町5-313

047-364-0979

とちき内科循環器科

千葉県松戸市上本郷436 ＹＭＣﾋﾞﾙ2Ｆ

047-308-6666

内藤医院

千葉県松戸市栄町2-106-2

047-368-0345

西川医院

千葉県松戸市上本郷405

047-368-0081

八ヶ崎山下クリニック

千葉県松戸市八ヶ崎6-56-12

047-702-7858

松戸呼吸器内科クリニック

千葉県松戸市上本郷2674-8

047-363-1572

馬橋クリニック

千葉県松戸市西馬橋幸町25-1

047-703-7215

稔台斎藤クリニック

千葉県松戸市松戸新田597

047-330-2300

ゆりのきクリニック

千葉県松戸市西馬橋蔵元町183 ｼﾃｨﾌﾟﾗｻﾞ2Ｆ

047-340-0231

脇坂内科クリニック

千葉県松戸市馬橋1770-1-1Ｆ

047-700-5572

わざクリニック

千葉県松戸市西馬橋幸町13 早稲田ﾋﾞﾙ2Ｆ

047-309-1177

伊藤医院

千葉県松戸市大金平4-335

047-341-1368

新松戸診療所

千葉県松戸市新松戸4-2

047-343-9271

大久保医院

千葉県松戸市小金きよしヶ丘1-13-6

047-342-1076

熊谷内科

千葉県松戸市新松戸南1-166

047-345-3333

けやきトータルクリニック

千葉県松戸市新松戸3-114

047-309-2299

染谷医院

千葉県松戸市新松戸5-157

047-330-5151

タカハシクリニック

千葉県松戸市幸田2-72

047-394-2211

とくいずみ医院

千葉県松戸市新松戸3-6

047-345-6000

富川循環器科内科クリニック

千葉県松戸市新松戸4-141-2

047-340-5558

平岡クリニック

千葉県松戸市新松戸3-282 ﾘﾘｰﾌﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ2Ｆ

047-701-5555

桐友クリニック新松戸

千葉県松戸市新松戸3-135 ｴﾑ･ﾌｫﾚｽﾄﾋﾞﾙ 1F

047-703-7222

森内科クリニック

千葉県松戸市新松戸6-125

047-346-1818

新松戸中央総合病院

千葉県松戸市新松戸1-380

047-345-1111

山本病院

千葉県松戸市小金きよしヶ丘2-7-10

047-341-3191

小金原健診クリニック

千葉県松戸市小金3 高橋ビル6階

047-348-7201

秋山クリニック

千葉県松戸市常盤平2-14-9

047-387-5556

岡村胃腸科外科

千葉県松戸市牧の原1-23-6

047-384-3667

門野診療所

千葉県松戸市常盤平1-14-1 長谷川レジデンス1Ｆ

047-384-9639

どうたれ内科診療所

千葉県松戸市常盤平1-20-3

047-394-0600

ハートクリニック牧の原

千葉県松戸市牧の原1-193

047-382-6047

花輪医院

千葉県松戸市常盤平西窪町9-12

047-388-0707

若葉ﾌｧﾐﾘｰ常盤平駅前内科ｸﾘﾆｯｸ

千葉県松戸市常盤平3-10-1 ｾﾌﾞﾝﾀｳﾝ常盤平店3Ｆ

047-316-2200

常盤平中央病院

千葉県松戸市常盤平6-1-8

047-387-4121

千葉西総合病院

千葉県松戸市金ケ作107-1

047-384-8074

さくら通り内科･大島

千葉県松戸市常盤平5-14-25

047-394-7955

六高台内科胃腸科クリニック

千葉県松戸市六高台2-18-4

047-385-2251

せき整形外科クリニック

千葉県松戸市五香7-55-1 第一国分ビル1Ｆ

047-311-7770

森医院

千葉県松戸市常盤平5-9-17

047-387-7132

米沢医院

千葉県松戸市五香南2-22-12

047-387-5550

五香病院

千葉県松戸市五香8-40-1

047-311-5550

新東京クリニック松飛台

千葉県松戸市串崎南町27番地

047-384-3111

いらはら診療所

千葉県松戸市小金原4-3-2

047-347-2231

きのわきクリニック

千葉県松戸市小金原5-1-1

047-309-5515

古池外科胃腸科医院

千葉県松戸市八ヶ崎1-32-5

047-342-1062

ながと内科皮膚科クリニック

千葉県松戸市小金原4-9-19

047-309-7011

山口内科クリニック

千葉県松戸市小金原7-26-11

047-340-5888

千葉県25

実施機関名

所在地

電話番号

小金原診療所

千葉県松戸市小金原6-1-2

047-341-1131

本町ｸﾘﾆｯｸ循環器内科・内科

千葉県松戸市本町6-6

047-312-4113

北小金クリニック

千葉県松戸市小金16-5

047-343-2960

くぼたクリニック松戸五香

千葉県松戸市常盤平5-17-10

047-710-7411

新八柱整形外科内科

千葉県松戸市常盤平柳町1-11

047-389-8511

にしむら内科クリニック

千葉県松戸市上本郷902-5 ﾊﾟｰｸｷｭｰﾌﾞ北松戸1F

047-711-9823

ヨネファミリークリニック

千葉県松戸市金ケ作301-61

047-383-3337

稔台整形外科クリニック

千葉県松戸市稔台1-12-11 林ビル104

047-366-1585

青木内科クリニック

千葉県南房総市安馬谷2071番地

0470-46-2012

石井クリニック

千葉県南房総市白子2131番地

0470-40-5311

白浜中央医院

千葉県南房総市白浜町白浜2887番地1

0470-38-2751

南房総市立富山国保病院

千葉県南房総市平久里中1410番地1

0470-58-0301

医療法人美篶会中原病院

千葉県南房総市和田町仁我浦19番地1

0470-47-2021

医療法人社団優和会松永医院

千葉県南房総市千倉町平舘764番地1

0470-44-0385

医療法人光洋会南房総ファミリアクリニック

千葉県南房総市本織43番地1

0470-20-6171

山本医院

千葉県南房総市千倉町瀬戸2549番地

0470-44-0899

医療法人 若林医院

千葉県南房総市市部155番地12

0470-57-2538

医療法人社団上総会 山之内病院

千葉県茂原市町保3

0475-25-1131

睦沢診療所

千葉県長生郡睦沢町上市場1504

0475-44-2236

（医）三矢会八街総合病院

千葉県八街市八街ほ１３７－１

043-443-7311

（医）社団秀生会粕谷内科医院

千葉県八街市八街ほ２３４－１５

043-444-0304

（医）社団あけぼの会遠藤内科医院

千葉県八街市八街ほ836-2

043-443-3721

（医）社団明生会東葉クリニック八街

千葉県八街市八街ほ230-70

043-442-3311

（医）社団晃正会湯沢クリニック

千葉県八街市八街ほ227-1

043-443-0989

（医）社団けやき会やちまた皮膚科

千葉県八街市八街ほ594-2

043-440-2266

（医）社団誠和会 長谷川病院

千葉県八街市八街に８５

043-444-0137

（医）社団愛聖会 八街こどもクリニック

千葉県八街市東吉田５１７－５７

043-440-6681

奥秋内科医院

千葉県八街市文違301-806

043-444-6016

大和田駅前クリニック

千葉県八千代市大和田１０１１－２

047-481-5006

山本医院

千葉県八千代市大和田860-9

047-484-2953

寺島整形外科医院

千葉県八千代市大和田８６０－１２

047-482-0075

むらたレディースクリニック

千葉県八千代市大和田新田９９

047-450-8314

さとう内科医院

千葉県八千代市大和田新田２５１

047-481-5115

八千代西クリニック

千葉県八千代市大和田新田３８１－２

047-480-3800

なかのクリニック

千葉県八千代市大和田新田５１０－２ プログレス花通１－Ｂ

047-458-5588

おかざき外科クリニック

千葉県八千代市大和田新田９１７－６

047-450-1331

浜野胃腸科外科医院

千葉県八千代市緑が丘西2-1-4

047-450-8822

緑が丘メディカルクリニック

千葉県八千代市緑が丘西3-8-7

047-450-0026

グリ－ンヒル鴻野ｸﾘﾆｯｸ

千葉県八千代市緑が丘１－２－１０ 八千代緑が丘ｼﾃｨﾊｲﾂ101

047-458-6130

にしで内科クリニック

千葉県八千代市緑が丘１－１１０６－５ ２Ｆ

047-450-5505

中嶋内科クリニック

千葉県八千代市高津８５０－１３４

047-459-2264

深沢内科医院

千葉県八千代市高津東２－１１－２

047-485-0292

佐々木クリニック

千葉県八千代市ゆりのき台4-1-8ベェルジェール八千代市ゆりのき2F

047-480-8888

ひらお循環器科内科ｸﾘﾆｯｸ

千葉県八千代市ゆりのき台5-1-1 ｲｰｸﾞﾙ八千代1F

047-487-1515

ゆりのきクリニック

千葉県八千代市萱田２２４５

047-750-7555

石神整形外科医院

千葉県八千代市村上1113-1 村上団地1-47

047-483-4161

得本クリニック

千葉県八千代市村上1113-1 村上団地1-52

047-485-5644

古田医院

千葉県八千代市村上１９７７－１

047-482-1156

さくらがわクリニック

千葉県八千代市村上南5-5-18

047-405-7722

クリニカ de こばやし

千葉県八千代市村上南1-5-28 SYM THE BUILDING 2-2

047-405-6503

山口内科・循環器科ｸﾘﾆｯｸ

千葉県八千代市勝田台北1-12-1 サイノスビル1F

047-480-7500

千葉県26

実施機関名

所在地

電話番号

稲見内科胃腸科

千葉県八千代市勝田台北３－２－１４

047-485-6356

松浦医院八千代分院

千葉県八千代市勝田台北１－２－５

047-487-1000

鬼倉循環器内科ｸﾘﾆｯｸ

千葉県八千代市勝田台１－２６－１３

047-484-7070

秋葉クリニック

千葉県八千代市勝田台２－４－５

047-483-4010

うのクリニック

千葉県八千代市勝田台２－１２－９

047-481-1929

中島外科胃腸内科医院

千葉県八千代市勝田台４－３６－６

047-483-2416

くすのき内科クリニック

千葉県八千代市勝田台５－５－１０

047-485-2325

くろだ内科クリニック

千葉県八千代市勝田台７－２６－１７

047-481-5596

川島内科医院

千葉県八千代市勝田台７－３０－３

047-485-9109

嶋瀬内科クリニック

千葉県八千代市八千代台北１－５－４

047-486-6668

メディカルプラザ加瀬外科加瀬眼科

千葉県八千代市八千代台北１－７－１０

047-480-8111

戸叶医院

千葉県八千代市八千代台北５－８－１１

047-483-0877

もと脳神経・内科ｸﾘﾆｯｸ

千葉県八千代市八千代台西９－２－９

047-405-7005

永康医院

千葉県八千代市八千代台東１－６－１１

047-484-1414

平野内科医院

千葉県八千代市八千代台東４－１４－７

047-483-9630

さぬいクリニック

千葉県八千代市八千代台南1-1-2 第一小池ビル4階

047-406-3111

秋山内科クリニック

千葉県八千代市八千代台南２－２－１４

047-480-8633

シンワ総合健診センター

千葉県八千代市米本2167-8

047-489-2111

佐藤医院

千葉県八千代市米本2168-17-1-228

047-488-2692

セントマーガレット病院

千葉県八千代市上高野４５０

047-485-5111

勝田台病院

千葉県八千代市勝田６２２－２

047-482-3498

島田台総合病院

千葉県八千代市島田台８８７－７

047-488-7788

高津南クリニック

千葉県八千代市高津659-20

047-458-7833

島田医院

千葉県八千代市八千代台南2-13-1

047-485-0660

吉田整形外科

千葉県八千代市高津東3-1-15

047-487-4154

秋草産婦人科 藤原小児科医院

千葉県四街道市大日288-10

043-423-2555

わらびヶ丘クリニック

千葉県四街道市和良比 275-50

043-432-2290

（医）社団禎豊会潤生堂医院

千葉県四街道市和良比 ２５４－２０

043-432-2316

（医）社団下野医院

千葉県四街道市四街道２－１７－１６

043-432-2308

あさひクリニック

千葉県四街道市美しが丘１－１８－７

043-433-8711

（医）社団野村外科医院

千葉県四街道市千代田４－２５－４

043-423-4782

かすや内科クリニック

千葉県四街道市四街道1533-150

043-304-2210

（医）社団泰仁会 四街道駅クリニック

千葉県四街道市四街道１－１ JR四街道駅ﾋﾞﾙ4F

043-304-7575

（医）社団蒼生会陽光医院

千葉県四街道市山梨７６１－１

043-432-0010

しばクリニック

千葉県四街道市鹿渡 ９３３－８２

043-304-9055

（医）沖縄徳洲会四街道徳洲会病院

千葉県四街道市吉岡1830-1

043-214-0326

つくし座クリニック

千葉県四街道市つくし座2-2-3

043-421-0255

ものいトータルクリニック

千葉県四街道市もねの里2-35-1

043-422-0555

医療法人社団そうクリニック

千葉県四街道市大日741-3

043-424-1103

木村内科

千葉県四街道市鹿渡728-17

043-233-1223
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