肝炎治療 3剤併用療法実施医療機関
医療機関名

郵便番号

（Ｈ２４．１０．１現在）

住所

電話番号

肝臓専門医

所属

連絡先窓口
氏名

連絡先電話番号

今関 文夫

043-222-7171

千葉大学医学部附属病院

260-8677 千葉市中央区亥鼻1-8-1

043-222-7171 横須賀收 他11名 消化器内科

独立行政法人国立病院機構千葉東病院

260-8712 千葉市中央区仁戸名町673

043-261-5171 丸山通広 他3名

企画課業務班入院係 高木 靖之

043-261-5171

千葉市立海浜病院

261-0012 千葉市美浜区磯辺３丁目31-1

043-277-7711 野本裕正

消化器科

北 和彦

043-277-7711

医・社・翠明会山王病院

263-0002 千葉市稲毛区山王町166-2

043-421-2221 夏木豊

内科

夏木 豊

043-421-2221

医・社団中山内科クリニック

千葉市若葉区千城台北３丁目21-1
264-0005
ラパ－クチシロダイ２Ｆ

043-236-5800 中山隆雅

中山 隆雅

043-236-5800

医・社団誠馨会千葉中央メディカルセンター

264-0017 千葉市若葉区加曽利町1835-1

043-232-3691 須永雅彦

事務部

大野田 要

043-232-3691

医・財団明理会新松戸中央総合病院

270-0034 松戸市新松戸１丁目380

047-345-1111 島田紀朋 他3名

消化器肝臓科

島田 紀朋

047-345-1111

日本医科大学 千葉北総病院

270-1694 印西市鎌苅1715

0476-99-1801 厚川正則

医事課

伊東 秀一

0476-99-1111

国保松戸市立病院

271-8511 松戸市上本郷4005

047-363-2171 江原正明 他2名

総務課

牧野 栄一

047-363-2171

そが内科クリニック

松戸市本町19-16
271-0091
松戸ウエストビル４Ｆ

047-308-6677 曽我 誠

院長

曽我 誠

047-308-6677

東京歯科大学市川総合病院

272-8513 市川市菅野５丁目11-13

047-322-0151 森下鉄夫 他1名

医事課

独立行政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

047-372-3501 溝上雅史 他5名

医事第二課

社会保険船橋中央病院

273-0021 船橋市海神６丁目13-10

047-433-2111 加藤 佳瑞紀 他2名

船橋市立医療センター

273-8588 船橋市金杉１-21-１

047-438-3321 水本英明 他2名

医事課

鯉渕

047-438-3321

千葉徳州会病院

274-8503 船橋市習志野台1-27-1

047-466-7111 髙森 繁

消化器科

高森 繁

047-466-7111

275-8580 習志野市泉町１丁目1-1

047-473-1281 隆元英 他3名

276-0022 八千代市上高野４５０

047-485-5111 百瀬邦雄

医療情報部

小柴 良樹

047-485-5111

東京女子医大八千代医療センター

276-8524 八千代市大和田新田477-96

047-450-6000 西野隆義

消化器内科

西野 隆義

047-450-6000

東京慈恵会医科大学附属柏病院

277-8567 柏市柏下163-1

04-7164-1111 小林進 他6名

消化器・肝臓内科

大草 敏史

04-7164-1111

ふじせ内科クリニック

277-0075

04-7170-7887 藤瀬清隆

院長

藤瀬 清隆

04-7170-7887

社会福祉法人恩賜財団済生会千葉県済生
会習志野病院
医療法人社団恵仁会
セントマーガレット病院

柏市南柏中央１－６
宇佐美ビル２Ｆ

047-322-0151
阿部 進

047-372-3501
047-433-2111

047-473-1281

柏市立柏病院

277-0825 柏市布施1-3

0471-34-2000 酒井英樹

事務部医事課

仲 裕介

04-7134-2000
（内線２６５４）

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

04-7147-1117 松倉 聡

医事課 係長

川田 誠

04-7141-1117

キッコーマン総合病院

278-0005 野田市宮崎100

04-7123-5911 三上繁 他2名

総務課

宮本 芳誠

04-7123-5911

順天堂大学医学部附属浦安病院

279-0021 浦安市富岡２丁目1-1

0473-53-3111 北村 庸雄

総務課

川島 徹

0473-53-3111

聖隷佐倉市民病院

285-8765 佐倉市江原台２丁目36-2

043-486-1151 佐藤慎一

医療情報管理課

山岸 茂樹

043-486-1151
（内線４１３２）

東邦大学医療センター佐倉病院

285-8741 佐倉市下志津564-1

043-462-8811 高田伸夫

内科学

高田 信夫

043-462-8811

成田赤十字病院

286-8523 成田市飯田町90-1

0476-22-2311 伊藤勝彦

医事第二課

浜田 絹江

0476-22-2311

総合病院 国保旭中央病院

289-2511 旭市イ1326

0479-63-8111 田中信孝 他1名

内科

中村 朗

0479-63-8111

国保直営総合病院君津中央病院

299-8535 木更津市桜井1010

0438-36-1071 吉田有 他3名

医務局消化器科

畦元 亮作

0438-36-1071

医．鉄蕉会亀田総合病院

296-8602 鴨川市東町929

04-7099-2211 平田信人

総務課

高梨 賢

04-7099-2211

肝炎治療 3剤併用療法実施医療機関
医療機関名

郵便番号

住所

（Ｈ２４．１０．１現在）
電話番号

肝臓専門医

医・鉄蕉会亀田クリニック

296-8602 鴨川市東町1344

04-7099-2211 平田信人

藤島クリニック

299-4301 長生郡一宮町一宮2446-1

0475-47-3056 藤島和則

所属
クリニック業務課

連絡先窓口
氏名

連絡先電話番号

石井 鉄郎

04-7099-2211

藤島 和則

0475-47-3056

