
医療機関名 市 住所 電話　FAX 医師名 診療科

1 愛心クリニック 八千代市 緑が丘2-2-10　秋葉緑ヶ丘ﾋﾞﾙ3F 谷口　稔弥 内科・循環器内科

2 秋葉眼科 八千代市 勝田台2-4-5 047-484-2151 篠崎　妙子 眼科

3 秋葉クリニック 八千代市 勝田台2-4-5 047-483-4010 秋葉　則子 内科

4 あきもと泌尿器科クリニック 八千代市 村上南1-5-25　カセイビル2F 047-405-5223 秋元　晋 泌尿器科

5 ウェルネス耳鼻咽喉科 八千代市 村上南1-5-25　カセイビル5F 木下　佳奈 耳鼻咽喉科

6 秋山内科クリニック 八千代市 八千代台南2-2-14 047-480-8633 秋山　一夫 内科・呼吸器科

7 あべこどもクリニック 八千代市 勝田台北1-8-7　KEIYUビル2F 047-487-0415 阿部　啓次郎 小児科

8 新井クリニック 八千代市 勝田台北3-4-27 047-485-3706 塩田　義彰 精神科

9 アリスこどもクリニック 八千代市 高津694-1 047-489-4232 保田　貴美子 小児科

10 石神整形外科医院 八千代市 村上1113-1村上団地1-47 047-483-4161 石神　伸
整形外科・リウマチ科・外科
リハビリテーション科・内科

11 稲見内科胃腸科 八千代市 勝田台北3-2-14 0474-85-6356 稲見　義明 内科・胃腸科

12 うのクリニック 八千代市 勝田台2-12-9 047-481-1929 宇野　史洋 内科・消化器内科・小児科

13 永康医院 八千代市 八千代台東1-6-11 047-484-1414 葉山　哲夫
整形外科・外科・内科・皮膚科
リハビリテーション科

14 大髙内科・整形外科 八千代市 勝田台7-4-1 047-485-2280 大髙　和夫 内科・整形外科・外科

15 大和田駅前クリニック 八千代市 大和田1011-2 047-481-5006 中屋　次郎 内科・循環器内科

16 おちあい皮膚科クリニック 八千代市 緑が丘2-2-11 落合　泰明 皮膚科

17 おかざき外科クリニック 八千代市 大和田新田917-6 047-450-1331
岡崎　勲
岡崎　桂

外科・胃腸科・整形外科・肛門科・
泌尿器科・放射線科

18 おさ眼科医院 八千代市 ゆりのき台5-15-1 047-485-7800 長　眞理子 眼科

19 鬼倉循環器内科クリニック 八千代市 勝田台1-26-13 047-484-7070 鬼倉　基之 内科・小児科・循環器科

20
メディカルプラザ
　　　加瀬外科・加瀬眼科

八千代市 八千代台北1-7-10 047-480-8111
加瀬　卓
小高　謙一

外科
循環器内科

21 勝田台クリニック 八千代市 勝田台1-37-6 047-482-3335
久保田　昭男
久保田　智樹

皮膚科
皮膚科

22 勝田台病院 八千代市 勝田台622-2 047-482-3020

鈴木　健一
舟木　久敏
芹澤　智行
増田　俊夫
木暮　裕

内科、循環器科、消化器科、呼吸器科
外科、脳神経外科、整形外科、形成外科
泌尿器科外来、皮膚科外来

23 勝田台メディカルクリニック 八千代市 勝田台2-1-37

24 勝見産婦人科 八千代市 村上1113-1村上団地1-51 047-486-8400 勝見　千明 産婦人科

25 加藤眼科 八千代市 勝田台1-14-72 047-484-0406 加藤　克彦 眼科

26 川島内科医院 八千代市 勝田台7-30-5 047-485-9109
川島　淳一
川島　柳太郎

内科・消化器内科
内科

27 木村耳鼻咽喉科医院 八千代市 勝田台北3-3-13 木村 淑志 耳鼻咽喉科

28 くすのき内科クリニック 八千代市 勝田台5-5-10 047-485-2325
楠　正典
楠　正俊

内科

29 グリーンヒル鴻野クリニック 八千代市 緑が丘1-2-10-101 047-458-6130 鴻野　雅司 内科・外科・胃腸科・肛門科

30 クリニカde こばやし 八千代市
村上南1-5-28
SYM THE BLDG　2-2

047-405-6503 小林　利行 内科

31 くろだ内科クリニック 八千代市 勝田台7-26-17 047-481-5596
黒田　泰久
黒田　玲華

内科・消化器内科・救急科
内科・循環器内科・女性内科

32 こさか耳鼻咽喉科 八千代市 緑が丘2-20-7 047-480-3387 小坂　和己 耳鼻科

33 三枝医院 八千代市 米本2208-2-57 047-488-5002 三枝　英夫 内科

34 佐久間耳鼻咽喉科 八千代市 勝田台1-7-1　京成ｻﾝｺｰﾎﾟD-202 047-485-1805 佐久間　龍良 耳鼻咽喉科
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35 さくらがわクリニック 八千代市 村上南5-5-18 047-405-7722�� 櫻川　浩 内科・循環器科・呼吸器科・外科

36 佐々木クリニック 八千代市
ゆりのき台4-1-8
ﾍﾞﾙｼﾞｪｰﾙゆりのき2F

047-480-8888 佐々木　光一 内科

37 佐藤医院 八千代市 米本2168-17-１-228 047-488-2692
佐藤　襄二
佐藤　佳子

内科・外科
小児科

38 さとう内科医院 八千代市 大和田新田251 047-481-5115 佐藤　一彦 内科・呼吸器内科

39 しのだの森ホスピタル 八千代市 島田台1212 047-488-2218

信田　広晶
西川　浩司
川嶋　聡史
村重　まり子
石田　雅裕

精神科・心療内科
精神科
精神科・心療内科
精神科
精神科

40 しま小児科 八千代市 勝田679 047-484-0558 嶋　勇吉 小児科

41 嶋瀬内科クリニック 八千代市 八千代台北1-5-4 047-486-6668 嶋瀬　順二 内科

42 島田小児科内科医院 八千代市 八千代台南2-13-1 047-485-0660
島田　恒夫
島田　恒幸

小児科
内科

43 島田台総合病院 八千代市 島田台887-7 047-488-7788

内科、消化器外科、肛門外科、整形外科、脳外科、
耳鼻咽喉科、眼科、泌尿器科、皮膚科、形成外科、
リハビリテーション科、ペインクリニック内科、麻酔
科

44 新八千代病院 八千代市 米本2167 047-488-3251 内科、

45 菅原皮膚科医院 八千代市 八千代台南1-3-5　YYビル3F 047-483-2194 菅原　伸幸 皮膚科

46 杉岡小児科 八千代市 八千代台東1-20-7 047-485-3177
杉岡　竜也
杉岡　昌明

小児科
小児科

47 セントマーガレット病院 八千代市 上高野450 047-485-5111 朝戸　健夫 外科

48 平良・クリニック 八千代市 勝田台1-36-11　平良クリニックビル2Ｆ 平良　眞人 糖尿病内科・内科

49 高津南クリニック 八千代市 高津659-20 047-458-7833 椎原　秀茂 内科・循環器科・リハビリテーション科

50 武田整形外科医院 八千代市 八千代台北7-8-11 047-487-5110 武田　浩一 整形外科

51 田沢耳鼻咽喉科医院 八千代市 ゆりのき台6-1-1 047-487-1133 田澤　正之 耳鼻咽喉科

52 田中産婦人科医院 八千代市 八千代台西4-3-17 047-482-6402 田中　晃 産婦人科

53 つばさ眼科クリニック 八千代市 緑が丘3-1-1　ﾘｰｾﾝﾄﾋﾙｽﾞ1F 047-450-9110 平澤　剛 眼科

54 寺島整形外科医院 八千代市 大和田860-12 047-482-0075 寺島　市郎 整形外科

55 どいこどもクリニック 八千代市 八千代台西2-2-7 047-483-4885 土井　弥寿子 小児科

56 戸叶医院 八千代市 八千代台北5-8-11 047-486-1483 戸叶　嘉明 内科

57 得本クリニック 八千代市 村上1113-1　村上団地1-52 047-485-5644
得本　鋭也
得本　眞義

内科・小児科
内科

58 とみた整形外科 八千代市 緑が丘2-20-7 047-459-9911 富田　庄司 整形外科

59 長岡マタニティクリニック 八千代市 勝田台北2-1-5 047-483-1401 長岡　敏雄 産婦人科
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60 中嶋内科クリニック 八千代市 高津850-134 047-459-2264 中嶋　征男 内科

61 なかのクリニック 八千代市　 大和田新田510-2プログレス花通1-Ｂ 047-458-5588 中野　一永 内科・消火器内科・内視鏡内科・外科・肛門外科

62 長沼クリニック 八千代市 八千代台北6-11-9 金子　正志 泌尿器科・透析科

63 なないろこどもクリニック 八千代市 大和田新田458-10
047-459-3311
047-459-3277

山口　朋奈 小児科

64 にしで内科クリニック 八千代市 緑が丘1-1106-5　2F 047-450-5505 西出　敏雄 内科

65 浜野胃腸科外科医院 八千代市 大和田新田1146-10 047-450-8822 浜野　頼隆 外科・胃腸科

66 ひらお循環器内科クリニック 八千代市
ゆりのき台５－１－１
イーグル八千代ビル１F

047-487-1515 平尾　大吾 内科

67 平野内科医院 八千代市 八千代台東4-14-7 047-483-9630 平野　光彦 内科・放射線科・小児科

68 深沢内科医院 八千代市 高津東2-11-2 047-485-0292 深澤　毅 内科

69 藤縄産婦人科医院 八千代市 大和田291 047-482-2407 藤縄　和代 産婦人科

70 古田医院 八千代市 村上1977-1 047-482-1156 古田　正武 内科・消化器内科

71 細野こどもクリニック 八千代市 大和田新田15　高津団地1-21 047-480-3551 細野　稔彦 小児科・内科

72 三浦耳鼻咽喉科医院 八千代市 八千代台北3-2-12 047-483-1191 沼田　勉 耳鼻咽喉科

73 緑が丘駅前６７眼科医院 八千代市 緑が丘2-1-3　ｲｵﾝﾓｰﾙ八千代緑が丘3Ｆ 047-459-6391 齋藤　勇祐 眼科

74 緑が丘クリニック 八千代市 大和田新田974-1 047-480-3555
釜野　安昭
釜野　聖子

内科・心療内科・循環器科・漢方内科
小児科・心療内科・漢方内科

75 緑が丘小児科 八千代市 緑が丘2-2-10-301 047-402-3640
間崎　亮介
間崎　薫

小児科
小児科

76 緑が丘セントラルクリニック 八千代市 緑が丘1-4-1-2 047-450-6604 鈴木　茂 心療内科、精神科

77 緑が丘メディカルクリニック 八千代市 吉橋2368-2 田村　浩三 内科、人工透析

78 むらた整形外科 八千代市 大和田新田99 047-458-0078 村田　修二 整形外科・リハビリテーション科

79 むらたレディースクリニック 八千代市 大和田新田99 047-450-8314
村田　房雄
村田　浩之

産婦人科
産婦人科

80 めぐみ眼科　 八千代市 大和田新田76-40 阿部　恵子 眼科

81 もと脳神経・内科クリニック 八千代市 八千代台西9-2-9 047-405-7005 多田　吾行 脳神経外科・内科・神経内科

82 もとはし眼科 八千代市 八千代台北6-1-11 047-485-0957 甲斐　郁代 眼科

83 八千代北眼科 八千代市 八千代台北6-8-5 047-486-0577 松木　美佐緒 眼科

84 八千代腎クリニック 八千代市 緑が丘1-1-1　公園ﾌﾟﾗｻﾞ2F 047-458-7301 犬飼　良尚 透析科

85 やちよ整形外科クリニック 八千代市 村上南5-6-3
047-485-9629
047-406-3917

橋本　純一 整形外科・リウマチ科・リハビリテーション科

86 八千代台皮膚科 八千代市 八千代台西1-6-1　扇屋ﾋﾞﾙ2F 047-480-3800 山本　克志 皮膚科

87 八千代台駅前クリニック 八千代市 八千代台東1-2-16　第7扇ビル2F 春木　武徳 糖尿病・内科

88 八千代西クリニック 八千代市 大和田新田381-2 047-480-3800 熊野　裕司
内科・消化器科・外科・整形外科・
リハビリテーション科

89 やちよホームクリニック 八千代市 大和田新田76-43 047-411-6020 吉岡　倫太郎 内科

90 八千代緑が丘ファミリークリニック 八千代市 緑が丘１丁目1106-5 047-409-1414 赤岡　賢治 小児科、内科

91 八千代村上整形外科 八千代市
村上南1-5-28
SYM THE　BLDG　4-1

047-481-7477 棚原　豊 整形外科
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92 八千代ももたろうクリニック 八千代市
ゆりのき台4-1-8
ベェルジェールゆりのき2-C

047-405-3588 青木　國輝 小児科・ｱﾚﾙｷﾞｰ科

93 八千代リハビリテーション病院 八千代市 米本1808 047-488-1555
大森　啓造
片山　薫

リハビリテーション科

94 山口内科・循環器科クリニック 八千代市 勝田台北1-12-1　サイノスビル1F 047-480-7500 山口　義晴 内科・循環器科・呼吸器科・小児科

95 山﨑内科 八千代市 八千代台西1-6-1　扇屋ビル2F 047-480-2722 山﨑　康朗 内科

96 山本医院 八千代市 大和田860-9 047-484-2953 和田　雅子 内科・小児科・皮膚科

97 やまもと皮フ科 八千代市
村上南1-5-28
SYM THE BLDG　2-1

047-405-6520 山本　卓 皮膚科

98 ゆりのきクリニック 八千代市 萱田2245 047-750-7555
上田　哲郎
小出　一樹

内科・消化器科・外科・肛門科

99 ゆりのき整形外科 八千代市 ゆりのき台1-2-2 047-487-0081 山口　義尚 整形外科

100 ゆりのき皮ふ科 八千代市 ゆりのき台1-2-3 047-482-4112 嶋田　將之 皮膚科

101 吉田整形外科 八千代市 高津東3-1-15 047-487-4154
吉田　章一
山本　文司
吉田　和樹

整形外科

102 露仙堂クリニック 八千代市 勝田台北1-10-9　CREA勝田台2F 047-486-8643 柳堀　厚 婦人科・内科

103 ワコウクリニック 八千代市 大和田496-21　ﾜｺｳﾋﾞﾙ2F 047-484-1338 青嶌　　和宏 精神科

104 あおうだ内科クリニック 船橋市 習志野台8-46-9 047-467-8211 粟生田　輝 内科・循環器科

105 いけだ病院 船橋市 前原東1-6-4 047-472-7171 松岡かおり 内科

106 かわい内科クリニック 船橋市 浜町2-2-7　ビビット４F
047-432-5353
047-432-5355

川居　重信 内科・小児科・消化器内科

107 共立習志野台病院 船橋市 習志野台4-13-16 047-466-3018

吉田　孝雄
木下　哲郎
谷山　和彦
中村　友紀
西田　弘子

産婦人科
産婦人科
小児科
産婦人科
小児科

108 高地内科 船橋市 西習志野3-25-6 047-469-5080 高地　恭二 内科・循環器科

109 さんいく会ファミリークリニック 船橋市 松ヶ丘1-5-4 047-466-1515 石井　隆幸 内科・小児科・消化器科

110 しまね内科クリニック 船橋市 坪井東1-2-25 047456-5252 嶋根　正樹
内科・呼吸器科・循環器科・
アレルギー科

111 滝口産婦人科 船橋市 本町5-8-3 047-422-1781
滝口　光雄
滝口　久子

産婦人科
(看護師）

112 滝不動病院 船橋市 南三咲4-13-1 047-448-6881 松本　敦夫
肛門外科・消化器外科・内科
整形外科・緩和内科

113 船橋クリニック 船橋市 夏見台2-16-16 047-439-0030 野積　邦義 泌尿器科

114 船橋ゆーかりクリニック 船橋市 本町5-3-5　伊藤LKビル４F 047-421-1010 寺田　伸一 皮膚科・形成外科

115 横堀クリニック 船橋市 西習志野4-20-16 047-463-9731
横堀　直孝
横堀　直子

内科・胃腸科
内科・呼吸器科

116 なす小児科医院 船橋市 西船4-14-12　木村建設ビル3F 047-437-5766 那須　武 小児科

117 津田沼こどもクリニック 習志野市 津田沼1-15-31 047-402-3943 久保田　博昭 小児科

118 小児科・ｱﾚﾙｷﾞｰ科中山クリニック 習志野市 袖ヶ浦1-12-8 047-455-0008 中山　義雄 小児科

119 津田沼病院 習志野市 津田沼1-18-45 047-479-2611 梶本　俊一 泌尿器科・透析科

120 まきた内科医院 習志野市 谷津5-6-14 047-473-1510 蒔田　隆二 内科・小児科

121 実籾診療所 習志野市 実籾1-5-2 047-472-0431 楠﨑　滋 内科・循環器科

122 宮尾耳鼻咽喉科 習志野市 津田沼1-21-31 047-475-3387 宮尾　源二郎 耳鼻咽喉科

123 かすみクリニック 習志野市 香澄2-9-9 047-453-2266 堀部　和夫 内科・消化器科・外科・整形外科

124 最成病院 千葉市 花見川区柏井町800-1 043-258-1211 鈴木　孝雄 外科

125 千葉横戸クリニック 千葉市 花見川区横戸町1123-4 飯島　啓太郎 内科

126 花見川中央クリニック 千葉市 花見川区花見川3-29-101 043-259-3588 北垣　毅 総合診療

127 向日葵ホームクリニック 千葉市
花見川区幕張本郷1-14-7
プチハウス竹中2F

043-276-8771 中村　明澄 内科

128 藤森小児科 千葉市 花見川区天戸町1499-4 043-259-6405
藤森　宗徳
藤森　誠

小児科
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129 こん内科クリニック 千葉市
美浜区稲毛海岸5-3-1
稲毛海岸メディカルセンター1階

043-242-5888 金　潤哲 内科・消化器科・内視鏡科

130 東京ベイ先端医療・幕張クリニック 千葉市 美浜区豊砂1-17
幡野　和男
伊沢　博美
加藤　正久

腫瘍放射線科・放射線診断科
腫瘍放射線科・放射線診断科
消化器外科・内科

131 晴山会　平山病院 千葉市 花見川区花見川1494-3

平山　登志夫
平山　陽
渥美　隆之
村井　正一郎
平出　智晴
渡邉　寛
新井　尚芳
野口　義彦
齋藤　公久
黒木　義浩
毛利　勝昭
白濱　龍興

外科
外科
外科
外科
神経内科
整形外科
外科
内科
整形外科
外科
内科
内科

132 白戸胃腸科外科 鎌ケ谷市 初富924-1844 047-445-8001 白戸　泉 内科

133 印西総合病院 印西市 牧の台1-1-1 産婦人科

134 おかにわクリニック 印西市 草深1203-9 岡庭　信一 アレルギー科・内科・小児科・皮膚科

135 牧の原いとうクリニック 印西市 原4-1 伊東　聡行
内科・外科・小児科
神経外科・神経内科

136 みらいウィメンズクリニック 印西市 原4-2-2 茆原　弘光 産婦人科、麻酔科

137 さくらホームクリニック 佐倉市 南ユーカリが丘15-26
近藤　精二
近藤　靖子

内科、神経内科、老年内科
内科、老年内科

138 だて内科クリニック 佐倉市 上志津2007-1
043-497-5208
043-497-5346

伊達　太郎 内科、循環器内科、呼吸器内科、糖尿病内科

139 みつば脳神経クリニック 佐倉市 城343-3-1-A 043-483-3289 大木　剛 神経内科、内科

140 聖仁会　白井聖仁会病院 白井市 池の上1-15-1 047-461-3111

熊谷　忠志
長峰　光宏
加藤　要介
外川　潔
岩崎　孝之

小児科
外科
内科
内科
内科

141 千葉白井病院 白井市 復1439-2 047-497-6800
筒井　雅人
宮川　芳宏
宮川　貴史

内科、消化器内科、ペインクリニック
内科、循環器内科、アレルギー科
内科、小児科、アレルギー科
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