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名 住所 診療科目 電話番号

愛育レディースクリニック 船橋市習志野5-8-16 産婦人科 047-476-1103

あいざわキッズクリニック 鎌ケ谷市初富本町1-1-24 小児科 047-446-1170

アインス診療所 白井市南山2-2-3 腎泌尿器科・内科 047-468-8800

青い鳥こどもクリニック 鎌ケ谷市南鎌ケ谷1-5-24 小児科、アレルギー科 047-441-5457

あおうだ内科クリニック 船橋市習志野台8-46-9 内科・循環器内科 047-467-8211

青木眼科 習志野市大久保1-29-15 眼科・小児眼科 047-475-1069

あおぞらファミリークリニック 鎌ケ谷市鎌ケ谷1-4-31-3F 小児科・内科 047-401-2351

青山病院 船橋市市場4-21-8 【略】 047-424-5511

アカシア在宅クリニック 習志野市大久保3-7-17　 内科 047-409-3232

赤松小児科内科医院 習志野市実籾5-2-12 小児科・内科 047-473-6262

秋元クリニック 船橋市東船橋3-33-3 精神科・心療内科 047-422-0221

秋元病院 鎌ケ谷市初富808-54 【略】 047-446-8100

アクロスモール新鎌ヶ谷クリニック 鎌ケ谷市新鎌ヶ谷2-12-1アクロスモール新鎌ケ谷 3F 泌尿器科・内科・人工透析 047-401-1171

朝比奈クリニック 船橋市夏見4-1-34 内科・胃腸科・小児科 047-422-7795

あしたの風クリニック 船橋市金杉町159-2 精神科・心療内科 047-429-3111

阿部小児科 船橋市小室町2819-4 小児科 047-457-6271

有田クリニック 船橋市東船橋3-33-3　ストーンフィールドビル1F 内科・外科・呼吸器内科・消化器内科 047-425-8663

安西クリニック 船橋市東船橋4-29-6 内科・小児科・皮膚科 047-422-5036

あんどうクリニック 習志野市実籾4-6-7 内科・呼吸器科・小児科 047-476-1111

飯岡医院 船橋市小室町2819-3 内科・外科 047-457-6845

飯ヶ谷内科クリニック 鎌ケ谷市東道野辺5-19-15 内科・神経内科 047-445-8881

いけだハートクリニック船橋駅前診療所 船橋市本町7-5-19-4F 精神科・心療内科・神経内科・内科 047-425-8875

いけだ病院 船橋市前原東1-6-4 【略】 047-472-7171

いざなぎクリニック 市川市堀之内3-23-13 整形外科・内科・外科・小児科 047-372-3631

石川内科クリニック 船橋市本中山4-22-10　中山メディカルスクエア2F 内科・循環器科 047-333-1792

医聖よろずクリニック 市川市相之川1-8-1 内科・小児科・皮膚科・アレルギー科・在宅診療 047-358-3070

いそのクリニック 鎌ケ谷市南鎌ケ谷1-5-27 内科・消化器内科・外科・乳腺外科・肛門外科・皮膚科 047-498-5500

板倉サテライトクリニック 船橋市本町7-1-1シャポー船橋南館5F 内科・腎臓内科・糖尿病内科 047-411-6525

いたくら乳腺クリニック 船橋市芝山3-1-3 乳腺外科 047-469-3515

板倉病院 船橋市本町2-10-1 【略】 047-431-2662

市川医院 市川市市川1-8-1 内科・循環器科・泌尿器科 047-322-4214

市川いけだクリニック 市川市市川1-7-6　愛愛ビル3F 精神科 047-326-2626

市川駅前おがわ内科 市川市市川南1-1-1-205 内科・糖尿病内科・甲状腺内科 047-323-6301

市川駅前本田内科クリニック 市川市市川1-7-15カメイビル2階 内科・腎臓内科・循環器内科・糖尿病内科・代謝内科・内分泌内科 047-702-5508

いちかわクリニック 船橋市本町6-2-20　ゼブラ船橋2.3F 内科・循環器内科・糖尿病内科 047-429-8181

市川クリニック 市川市平田1-17-19 内科、血液透析 047-322-5570

市川コルトンクリニック 市川市鬼高1-1-1　ニッケルコルトンプラザ 一般内科・呼吸器内科・アレルギー科 047-377-1707

市川乳腺クリニック 市川市市川2-1-4 Wakoukai Bldg.5F 乳腺外科 047-325-0281

市川東病院 市川市二俣2-14-3 【略】 047-327-3355

いとう新検見川クリニック 千葉市花見川区花園1-9-18 クリニックガーデン花園3B 乳腺、消化器 047-272-3213

いとう耳鼻咽喉科 船橋市前原東4-13-3 耳鼻咽喉科 047-473-8733

いとう内科循環器科クリニック 船橋市二宮1-5-4 内科・循環器内科 047-465-2000

稲毛駅前ホームクリニック 千葉市稲毛区小仲台1-4-20　イオン稲毛店1F 内科 043-306-2462

井上クリニック 船橋市前原東5-13-4 内科・外科・消化器科・肛門科 047-455-5335
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http://www.inoue-clinic.jp/
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いのまたこどもクリニック 船橋市東船橋1-38-1-201 小児科 047-460-7160

いばた眼科クリニック 習志野市津田沼3-23-9 眼科 047-403-5445

いまい醫院 市川市妙典4-14-1 乳腺外科・内科・外科・肛門外科 047-318-2635

いまもと泌尿器科クリニック 船橋市習志野台1-38-11　北習志野メディカルプラザ4F 泌尿器科 047-402-0011

いわさき内科クリニック 船橋市藤原3-36-11 内科 047-490-8976

岩田内科循環器科 船橋市西船4-12-10　早稲田13時ビル7階 内科・循環器科 047-432-7722

上田医院 市川市中国分2-11-6-1F 循環器科・消化器科・呼吸器科・アレルギー科・内科・在宅診療科 047-372-1141

上原眼科クリニック 船橋市坪井東3-9-3-2F 眼科 047-404-8641

ウェルビーイング内科クリニック船橋法典 船橋市上山町1-204-2 内科・腎臓内科 047-303-0111

鵜澤医院 船橋市西習志野4-23-3 内科・循環器科 047-464-6266

打瀬並木道クリニック 千葉市美浜区打瀬1-2-1幕張ベイタウンプラザ3F 内科・外科 043-297-7337

浦安中央病院 浦安市東野3-4-14 【略】 047-352-2115

浦安病院 浦安市北栄4-1-18 【略】 047-353-8411

遠藤医院 船橋市新高根2-15-11 内科・消化器内科・呼吸器内科・循環器内科・小児科 047-463-9555

えんどう眼科 船橋市宮本4-8-3 眼科 047-407-3045

及川医院 船橋市三山9-6-16 内科・胃腸科・肛門科・一般外科・小児科 047-473-3625

大石内科胃腸科医院 鎌ケ谷市東初富6-7-16 内科・胃腸科・肛門科・小児科 047-498-5700

おおかわ耳鼻咽喉科クリニック 船橋市本町1-9-9　ルナパーク 耳鼻咽喉科 047-420-3387

大久保耳鼻咽喉科医院 習志野市本大久保3-9-2 耳鼻咽喉科 047-478-4133

大島記念嬉泉病院 船橋市三咲3-5-15 【略】 047-448-3330

おおすか整形外科 船橋市東船橋1-22-8 整形外科・リハビリテーション科 047-411-0777

大村病院 市川市南八幡4-14-2 内科・小児科 047-377-3111

おぐち小児科 船橋市咲が丘3-25-3　ミツヨシビル4F 小児科・アレルギー科 047-404-8662

小栗原クリニック 船橋市本中山3-8-16 内科・消化器科 047-333-5553

尾髙内科・胃腸クリニック 習志野市奏の杜1-12-3　MFビル2F 内科・消化器内科・内視鏡内科 047-477-5525

おだなか医院 市川市八幡2-5-8　ガレリア・サーラ1F 内科一般・心臓内科・循環器内科 047-302-7691

おにたか武田クリニック 市川市鬼高2-22-18 内科 047-333-6160

小野内科医院 船橋市本町7-25-5　2F 内科一般・消化器内科 047-460-1766

おゆみの中央病院 千葉市緑区おゆみ野南6-49-9 【略】 043-300-3355

海神ほっとクリニック 船橋市海神4-1-14 心療内科、精神科、内科 047-431-0034

かじかわ内科 船橋市飯山満町1-832-5 内科 047-426-6688

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

片桐内科医院 鎌ケ谷市道野辺1051-1 内科・循環器科・神経内科・小児科・呼吸器科 047-446-2000

葛葉クリニック 船橋市西船4-22-1 内科・外科・循環器科・呼吸器科 047-434-2284

加藤医院 船橋市本町2-22-9 外科・整形外科・内科・小児科 047-434-3232

加藤内科 船橋市古作3-7-10 内科 047-334-5977

加藤内科クリニック 船橋市本中山2-10-1　ミレニティ中山4F 内科 047-302-6881

奏の杜耳鼻咽喉科クリニック 習志野市奏の杜3-3-17 小児耳鼻咽喉科・アレルギー科 047-403-2226

奏の杜すずらん皮膚科 習志野市奏の杜2-4-26 皮膚科 047-477-3311

金田整形外科クリニック 船橋市夏見台1-18-7　夏見台ビル2F 整形外科・皮膚科・リハビリ科 047-406-6075

かのう内科クリニック 鎌ケ谷市道野辺中央2-5-18 内科・循環器内科 047-446-7122

かまがや在宅診療所 鎌ケ谷市道野辺本町1-2-3　飯田ビル203号室 内科・皮膚科・精神科・眼科 047-436-8300

かまがや診療所 鎌ケ谷市東中沢1-15-61 内科・小児科・認知症（ものわすれ外来） 047-446-3611

鎌ケ谷整形外科・内科 鎌ケ谷市南初富6-5-14 整形外科・内科・リハビリテーション科 047-444-2236

鎌ケ谷山下眼科 鎌ケ谷市鎌ケ谷1-6-49　金子ビル2F 眼科 047-444-6979

http://www7b.biglobe.ne.jp/~inomata-kodomo/
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https://www.urayasucentral.com/
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https://katonaika-cl.com/
https://kanade-jibika.jp/index.html
http://suzuran-hifuka.jp/
http://www.k-clinic.jp/
http://kanou-clinic.com/index.html
http://dr-kamagaya.com/
https://www.min-iren-c.or.jp/kamashin/
https://www.kamasei.com/
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上白土ハートクリニック 市川市菅野1-7-13 内科・循環器科 047-325-7575

かわい内科クリニック 船橋市浜町2-2-7　ビビットスクエア4F 内科・小児科・消化器内科 047-432-5353

川上胃腸科内科医院 船橋市本中山7-11-13 胃腸科・内科 047-333-0681

かわもりたクリニック 船橋市本町6-10-19 内科・循環器科 047-423-6313

北川眼科クリニックふたわ 船橋市咲が丘3-25-3　ミツヨシビル3F 眼科・アレルギー科 047-490-7070

北沢眼科医院 市川市八幡3-8-17 眼科 047-322-4765

北千葉整形外科幕張クリニック 千葉市花見川区幕張町1-7689-1 リハビリテーション科、リウマチ科 043-350-1100

きたなら駅上ほっとクリニック 船橋市習志野台3-1-1　エキタきたなら3-1 心療内科・精神科・訪問診療 047-401-1707

きたなら駅ビル内科クリニック 船橋市習志野台3-1-1　エキタきたなら3F 内科・消化器内科 047-464-1112

北習志野えんどう内科 船橋市習志野台3-17-15 内科・糖尿病科・循環器内科 047-404-1184

北習志野眼科 船橋市習志野台2-6-1 眼科 047-469-4130

北習志野耳鼻咽喉科・アレルギー科 船橋市習志野台2-1-3　アゼリアビル1F 耳鼻咽喉科・アレルギー科 047-467-8800

北習志野整形外科クリニック 船橋市習志野台1-38-11 整形外科・リハビリテーション科・リウマチ科 047-456-3078

北習志野花輪病院 船橋市習志野台2-71-10 【略】 047-462-2112

北林医院 船橋市本町1-3-1　船橋フェイス3F 眼科 047-424-0286

北原産婦人科 船橋市習志野台2-72-7 産婦人科 047-465-5501

北村小児科 船橋市本中山7-5-1　ガーデンヒルズ原木1F 小児科 047-336-9362

キッズ・ファミリークリニックささもと小児科 船橋市前原西6-1-22 小児科・アレルギー科 047-402-3301

きのしたクリニック 船橋市前貝塚町549　グローバルガーデンシティ1F 内科・外科・呼吸器内科・アレルギー科・皮膚科 047-401-6881

キャップスクリニック八千代緑が丘 八千代市緑が丘2丁目1番3イオンモール八千代緑が丘3階 小児科 047-407-3307

共立習志野台病院 船橋市習志野台4-13-16 産婦人科・内科・小児科・皮膚科 047-466-3018

銀座まいにちクリニック 東京都中央区銀座4-13-11　銀座M&Sビル4F 内科・皮膚科・泌尿器科 03-6260-6001

くまがい眼科 船橋市西船5-26-25　西船エーワンビル2F 眼科 047-333-5888

くらもちレディースクリニック 船橋市芝山3-1-18 産婦人科 047-463-5903

クリニック津田沼 船橋市前原西2-7-4 泌尿器科・肛門科・外科・内科・麻酔科 047-478-5505

くりはら内科・皮膚科クリニック 船橋市宮本4-12-18 内科・皮膚科 047-422-2624

Ｋレディースクリニック 船橋市北本町1-3-1　Kメディカルモール204 婦人科 047-426-3133

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

こころクリニック船橋 船橋市本町6-2-19　日光屋ビル3F 精神科・心療内科 047-460-1716

小林医院 船橋市薬円台6-1-1　薬園台駅ビル2F 内科・循環器内科 047-496-1116

こばやしクリニック 船橋市前原東6-20-35 内科・外科・整形外科･皮膚科・胃腸科 047-479-0122

コミュニティクリニックみさき 船橋市三咲3-1-15 整形外科・内科・外科・皮膚科・リハビリ科・小児科 047-440-1512

近藤クリニック 船橋市葛飾町2-337 消化器内科・循環器内科・内科・小児科 047-434-6000

こんどうこどもクリニック 船橋市本中山2-10-1　ミレニティ中山4F 小児科 047-332-1000

さいきクリニック 鎌ケ谷市東道野辺7-22-46　KU馬込沢ビル201 内科・消化器内科・外科・肛門外科 047-439-3929

在宅クリニックドクターランド船橋 船橋市本町7-11-5　KDX船橋ビル1階 内科・精神科・皮膚科・眼科 047-460-3200

斎藤医院 市川市曽谷6-24-26 内科・循環器科 047-372-4532

さいとう眼科 船橋市北本町1-3-1 眼科 047-460-2211

坂口医院 船橋市丸山1-55-3 胃腸科・外科・内科 047-438-6381

さかもと眼科 船橋市東船橋4-31-20-2F 眼科 047-409-0090

さきたに内科・内視鏡クリニック 習志野市谷津7-7-1　Loharu津田沼4階 消化器内科 047-470-5155

さくらライフ市川クリニック 市川市市川1-12-7　金定ビル301 内科、精神科、心療内科、整形外科、皮膚科 050-6861-2709

佐々木医院 船橋市南三咲2-11-3 内科・小児科・整形外科 047-448-2134

佐竹耳鼻咽喉科 船橋市丸山2-18-16 耳鼻咽喉科 047-430-2380

颯佐医院 船橋市松が丘1-34-4 内科・小児科 047-465-6655

https://www.kamishirado-hcl.com/
http://www.kawainaika.com/
https://www.kawamoritacl.com/
https://www.kitagawa-eye.jp/
http://www.kitazawa-eye.com/
http://www.kic-ssc.com/makuhari/pg1465216.html
http://www.hotto-clinic.jp/
https://kitanara-naika.jp/
http://kitanarashino-naika.com/
http://www.ne.jp/asahi/kitanarasino/ganka/guide.html
https://kitanarashino-ent.com/
https://kitanara-seikei.com/
http://www.hanawa.or.jp/kitanara/
http://www.kitabayashi-ganka.com/
http://kitahara-sanfujinka.com/
http://shujii.com/3369362/
http://www.sasamoto-shounika.com/
http://www.kinoshita-cl.jp/
http://www.kyoritsunarasinodai.or.jp/
https://mainichiclinic.jp/
https://kumagai-eyeclinic.jp/
https://kuramochi-lc.com/meal/
https://www.clinic-tsudanuma.com/
http://www.kuri-clinic.com/
http://www.k-ladies-clinic.com/
https://kochi-naika.com/
https://www.cocoro-clinic-f.com/
https://www.e-doctors-net.com/chiba/kobayashi/
https://kouseikai-gr.or.jp/cc_misaki/
http://www.kondoclinic.jp/
https://www.kondo-kodomo.com/access.html
https://saiki-clinic.com/
http://dr-funabashi.com/
https://www.saito-eye.jp/
http://sakaguchi-iin.net/
http://www.sakamoto-ganka.jp/
https://www.sakitani-clinic.com/
http://www.slclinic.com/aboutus/ichikawaclinic/
https://sasaki-t-ichou.com/
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さとうクリニック 船橋市前原西4-17-16 胃腸内科・大腸内科・内視鏡内科・肛門外科・内科・外科 047-472-1727

左奈田ひふ科医院 船橋市習志野台6-12-3 皮膚科 047-465-1211

佐野医院 船橋市本町3-3-7 内科・小児科・循環器科・消化器科・呼吸器科 047-422-2278

さらしな耳鼻咽喉科クリニック 鎌ケ谷市東初富6-7-16 耳鼻咽喉科 047-443-3346

さんいく会ファミリークリニック 船橋市松が丘1-5-4 内科・小児科・消化器科 047-466-1515

ジーク夏見クリニック 船橋市夏見1-2-17 内科・皮膚科・小児科・外科・リハビリ科・アレルギー科 047-460-1100

至誠クリニック 船橋市新高根6-40-7 形成外科 047-469-2626

しだ内科・消化器クリニック 白井市根1970-1-2 内科・消化器内科・内視鏡内科・肛門外科 047-498-3715

島田台総合病院 八千代市島田台887-7 【略】 047-488-7788

しまね内科クリニック 船橋市坪井東1-2-25 内科・呼吸器内科 047-456-5252

清水小児科医院 船橋市本町3-9-26 小児科 047-422-0022

志村医院 船橋市三山8-7-2 内科・小児科 047-472-7166

下総中山耳鼻咽喉科 船橋市本中山2-10-1　ミレニティ中山4F 耳鼻咽喉科 047-302-3333

下総中山整形外科クリニック 船橋市本中山2-10-1　ミレニティ中山4F 整形外科・外科・リウマチ科・リハビリテーション科・内科 047-320-2311

下総中山メンタルクリニック 船橋市本中山2-10-1 ミレニティ中山4F 心療内科・精神科 047-302-7234

薬園台リハビリテーション病院 船橋市滝台町94-22 内科・消化器科・皮膚科 047-464-8111

しもやま内科 船橋市芝山4-33-5 内科・糖尿病内科・循環器内科・内分泌内科 047-467-5500

しゃちキッズクリニック 船橋市新高根1-8-8 メディカルセンター船橋新高根A棟 小児科・内科 047-463-3333

庄司内科医院 鎌ケ谷市富岡1-6-5 内科・小児科 047-445-9855

城東在宅医療クリニック 東京都足立区綾瀬4-7-10　柏芳ビル弐番館2F 内科・皮膚科・精神科・神経内科 03-5849-5421

小児リウマチ・アレルギークリニック 船橋市葛飾町2-335-1　アルマース壱番館1F 小児科 047-495-4150

白井聖仁会病院 白井市笹塚3-25-2 【略】 047-491-3111

しんかま駅前整形外科 鎌ケ谷市新鎌ケ谷1-15-2-1F 整形外科・リウマチ科・リハビリテーション科 047-498-5585

新鎌ヶ谷耳鼻咽喉科 鎌ケ谷市新鎌ケ谷1-18-5-201 耳鼻咽喉科・アレルギー科 047-441-3387

仁整形外科 市川市行徳駅前2-1-11　2F 整形外科・一般内科・循環器内科・リハビリテーション科 047-356-6651

新津田沼メンタルクリニック 習志野市津田沼1-15-2 精神科 047-409-9251

しんふなキッズクリニック 船橋市山手3-1-12　新船橋クリニックファーム2F 小児科・アレルギー科 047-404-4238

新船橋みみはなのどクリニック 船橋市山手3-1-12-2F-C 耳鼻咽喉科・アレルギー科 047-402-3387

新八千代病院 八千代市米本2167 【略】 047-488-3251

すぎおかクリニック 船橋市夏見台3-9-25 内科・循環器内科 047-406-7272

すぎおかクリニック高根台院 船橋市高根台1-3-21 内科、循環器内科、糖尿病内科、心臓内科 047-401-7300

鈴木医院 市川市宮久保3-4-20 内科 047-373-5555

鈴木レディースクリニック 船橋市松が丘1-18-5 産婦人科 047-465-6738

せきかわ整形外科 白井市冨士129-30 整形外科 047-498-5005

せき内科クリニック 船橋市習志野台4-3-8 内科・小児科・循環器科 047-496-7890

セコメディック病院 船橋市豊富町696-1 【略】 047-457-9900

妹尾内科 船橋市高根台6-2-22　SXビル2F 内科・消化器科・胃腸科 047-490-2221

ぜんり歯科内科クリニック 船橋市宮本8-31-15 一般歯科・小児歯科・予防歯科・歯科口腔外科・一般内科・小児科 047-423-3051

ぜんりレディースクリニック 船橋市東船橋4-21-5 婦人科 047-421-0022

総合クリニックドクターランド船橋 船橋市山手1-1-8 【略】 047-437-6868

袖ヶ浦西クリニック 習志野市袖ケ浦1-7-4 内科・小児科 047-452-1006

第２北総病院 鎌ケ谷市初富803 【略】 047-445-5552

たいようこどもクリニック 船橋市坪井東2-13-28 小児科・アレルギー科 047-411-8822

高木医院 船橋市本町2-26-24 内科 047-431-2256

たかざわ医院 船橋市薬円台6-3-8 内科・小児科・消化器内科・外科 047-490-3344

https://www.sato-clinic-tcs.com/
https://sanikukai-fcl.jp/endoscopy/
https://www.zeke-clinic.com/
https://shida-clinic.jp/
https://www.shimadadai.com/
http://www.shimane-naika.jp/
https://www.simura-iin.com/doctor
https://www.shimousajibi.com/
http://shimousanakayama-seikeigeka.com/
http://www.shimousa-mental.com/
https://shimoyama-naika.com/
http://kwhale-kid.jp/index.php
https://shoni-rh-al-cl.jp/
http://www.seijinkai-shiroi.jp/
https://sinkama-seikei.com/
http://shinkama-jibika.com/
http://www.jin-c.com/
http://www.shintsudanuma.com/
https://shinfuna-kids.com/price.html
https://www.smhn.org/
https://www.harmonichearts.or.jp/shinyachiyo/
https://sugioka-clinic.jp/
https://sugioka-clinic.jp/takanedai/
https://itp.ne.jp/info/124255142200000899/
http://sekikawa-cl.jp/index.html
https://seki-naika.com/
http://secomedic.gr.jp/
https://www.zenri-dmc.com/
https://zenri-ladies.com/
http://dr-land-funabashi.com/
http://www.sodegauranishi-clinic.com/
http://www.dainihokuso.jp/
https://joseph-takagi-clinic.com/
https://localplace.jp/t100340992/
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高根木戸眼科 船橋市西習志野2-4-3 眼科 047-465-8020

高根木戸診療所 船橋市高根台4-23-3 内科 047-466-2203

高根耳鼻咽喉科 船橋市習志野台1-2-2 耳鼻咽喉科 047-490-1187

高根台病院 船橋市高根台4-1-1 【略】 047-465-2200

高根台メンタルクリニック 船橋市高根台1-2-2 心療内科・精神科 047-468-6806

高橋クリニック 習志野市谷津4-8-45 内科・循環器科 047-408-0550

高良消化器内科クリニック 船橋市本町6-1-3　メルファーレ船橋201 内科・消化器内科 047-426-1335

たきあ胃腸科クリニック 市川市国府台5-9-12 胃腸内科・内科・放射線科・漢方診療 047-372-9832

滝口産婦人科 船橋市本町5-8-3 産婦人科 047-422-1781

滝台ヒフ科 船橋市滝台町107-9 皮膚科 047-469-3712

滝不動病院 船橋市南三咲4-13-1 【略】 047-448-6881

武井クリニック 船橋市本中山3-19-18 内科・小児科 047-333-1177

たけぐち整形外科 船橋市本町6-3-20　ベルヴィル1F 整形外科 047-460-4060

たけしファミリークリニック 船橋市習志野台6-3-25 内科・小児科・アレルギー科 047-465-1192

田﨑クリニック 市川市八幡4-4-7 内科・外科・消化器内科・肛門外科 047-333-3800

たていし内科 市川市北方2-5-12 内科・循環器科 047-334-0077

田中外科・肛門科クリニック 船橋市本町3-36-28　ホーメストビル4F 外科・肛門科 047-460-5650

千葉県済生会習志野病院 習志野市泉町1-1-1 【略】 047-473-1281

千葉白井病院 白井市復1439-2 【略】 047-497-6800

千葉徳洲会病院 船橋市高根台2-11-1 【略】 047-466-7111

千葉病院 船橋市飯山満町2-508 精神科 047-466-2176

茆原内科医院 市川市真間2-1-2 内科・リウマチ科・アレルギー科 047-324-2800

つかさクリニック 船橋市山手3-1-12　新船橋クリニックファーム1F 内科・循環器科 047-431-9010

塚田耳鼻咽喉科医院 船橋市前貝塚町565-11 耳鼻咽喉科 047-439-1132

津田眼科医院 市川市八幡4-4-7-202 眼科 047-335-2210

津田沼IVFクリニック 船橋市前原西2-17-8 産婦人科 047-455-3111

津田沼医院 習志野市津田沼1-18-45 泌尿器科・内科・アレルギー科・循環器内科・腎臓内科・人工透析内科・消化器内科・呼吸器内科 047-479-2611

つだぬま在宅診療所 習志野市谷津7-10-12　エレル津田沼ビル201号室 在宅医療 047-455-3761

津田沼ザ・タワークリニック 習志野市谷津1-15-22 津田沼ザ・タワー1 内科・循環器内科・呼吸器内科・脳神経外科 047-406-3001

津田沼耳鼻科クリニック 習志野市谷津7-7-1　Loharu津田沼102c 耳鼻咽喉科・小児耳鼻咽喉科・アレルギー科 047-470-3387

津田沼診療所 船橋市前原西2-9-11 外科・胃腸科・皮膚科・（小児外科） 047-479-2525

津田沼中央総合病院 習志野市谷津1-9-17 【略】 047-476-5111

津田沼ヒフ科 船橋市前原西2-14-8　津田沼パスタ4F 皮膚科 047-473-3323

つばさ在宅クリニック 船橋市駿河台1-33-8　コンフィデンス駿河台2F 内科・泌尿器科　 047-411-1666

つばさ在宅クリニック西船橋 船橋市西船4-11-8 三星西船ビルB棟 内科・泌尿器科 047-495-0111

つるおか内科 船橋市習志野台5-4-14 内科 047-466-8361

寺田医院 船橋市宮本6-26-18 耳鼻咽喉科・気管食道科 047-426-3387

どい耳鼻咽喉科 船橋市薬円台6-6-2　メディパーク薬園台3F 耳鼻咽喉科・アレルギー科 047-496-1133

どい耳鼻咽喉科　船橋日大前クリニック 船橋市坪井東3-9-3　船橋日大前駅ビル2F 耳鼻咽喉科、アレルギー科 047-457-1187

土居内科医院 船橋市東中山1-18-10 内科・呼吸器内科・アレルギー科 047-334-2686

東葛クリニック市川 市川市八幡2-5-8　ガレリア・サーラ3F 内科・呼吸器か・循環器科・泌尿器科・人工透析科 047-318-0707

東京慈恵会医科大学附属柏病院 柏市柏下163番地1 【略】 04-7167-9680

東京ベイサイドクリニック 船橋市浜町2-1-1-西3F 内科・外科・泌尿器科・婦人科 047-495-0013

東京湾岸リハビリテーション病院 習志野市谷津4-1-1 リハビリテーション科 047-453-9000

堂後整形外科 船橋市薬円台2-7-22 整形外科 047-464-8531

https://takanekido-eyeclinic.com/
https://www.takanekido-clinic.info/
http://takanejibi.com/
http://www.aino-ie.jp/
http://www.tmc6806.com/
http://park20.wakwak.com/~takara/
https://www.takia-clinic.jp/
https://takidai-hifuka.com/
http://www.takifudo.jp/
https://takeguchiseikei.com/
https://takeshi-familyclinic.com/
https://tateishinaika.com/
https://www.obs-clinic.jp/
http://www.chiba-saiseikai.com/
https://www.chibashiroi-hp.jp/
https://www.tokushukai.or.jp/introduction/facility/hp-chiba
http://chiba-hp.on.arena.ne.jp/
http://tsukasacl.com/
https://www.tsudanuma-ivf-clinic.jp/
http://www.migiwakai.org/
https://dr-tsudanuma.com/
https://tcgh-cl.jp/
https://tsudanuma-jibika.jp/
http://www.tsudanuma-cl.com/
http://www.tcgh.jp/
http://tsudanuma-hifuka.jp/
http://tsubasazaitaku.sakura.ne.jp/
https://www.tsubasazaitaku.com/
https://www.teradaiin-jibika.jp/
https://www.doi-jibika.com/
https://www.doi-jibika.net/
https://www.doinaika.com/
https://tokatsu-ichi.com/
http://www.jikei.ac.jp/hospital/kashiwa/
https://www.tokyo-bayside-cl.jp/news/565/
http://wanreha.net/
https://www.dogoseikei.jp/
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東武塚田クリニック 船橋市前貝塚町565-12 内科・循環器科・消化器科・呼吸器科・小児科・アレルギー科・心療内科・理学療法化 047-430-3322

東邦鎌谷病院 鎌ケ谷市粟野594 【略】 047-445-6411

トキ皮膚科 船橋市習志野台3-18-3　田尻ビル2F 皮膚科 047-464-5808

徳山内科外科医院 習志野市津田沼7-16-19 糖尿病内科・消化器内科・循環器内科・呼吸器内科 047-453-3515

戸塚眼科 船橋市本中山2-10-1　ミレニティ中山4F 眼科 047-302-3177

戸張クリニック 船橋市田喜野井7-3-13 内科・外科・消化器科 047-456-4777

富谷内科循環器科 船橋市夏見台1-18-7　夏見台ビル2F 内科・循環器科 047-406-6556

とやま内科 船橋市本中山5-9-20 内科・消化器内科 047-316-0055

とよさわクリニック 船橋市二和東6-12-2 内科・外科・消化器科・肛門科 047-407-7155

とりうみこどもクリニック 白井市冨士129-31 一般小児科 047-498-7788

鳥海内科 船橋市習志野台1-2-2-3F 内科 047-456-5020

内藤クリニック   船橋市北本町1-3-1　メディカルモール2F 内科・呼吸器科・循環器科・アレルギー科 047-422-2889

内藤耳鼻咽喉科医院 鎌ケ谷市道野辺本町1-3-1-2F 耳鼻咽喉科一般 047-443-3387

中川内科胃腸科クリニック 鎌ケ谷市道野辺本町1-3-1　カーラシティ鎌ケ谷201 内科・胃腸科・小児科 047-498-6661

中嶋医院 習志野市谷津5-5-9 皮膚科・泌尿器科・外科 047-476-3651

なかじま整形外科クリニック 船橋市山手3-1-12　新船橋クリニックファーム1F 整形外科・リハビリテーション科 047-431-5511

中條医院 船橋市西習志野1-9-30 内科・胃腸科 047-466-3133

中田整形外科 船橋市本中山4-22-10　中山メディカルスクエア3F 整形外科・リハビリテーション科・リウマチ科 047-302-8261

ながと皮膚科クリニック 船橋市坪井東2-14-1 皮膚科・形成外科・美容皮膚科・小児皮膚科 047-407-1212

なかむら内科クリニック 市川市市川南1-9-31 内科・糖尿病内科 047-321-6161

なかむら内科消化器クリニック 船橋市海神6-7-12 内科・外科・胃腸科・肛門科・皮膚科・放射線科 047-433-4976

なでしこ皮膚科クリニック 船橋市東船橋1-38-1-2F 皮膚科 047-421-1112

習志野クリニック 習志野市袖ケ浦4-17-3 内科・胃腸科・小児科・皮フ科 047-452-9542

習志野台整形外科内科 船橋市習志野台2-16-1 整形外科・内科・リハビリテーション科 047-461-1221

ならしの内科外科 船橋市三山2-1-11 内科・消化器科・外科・脳神経外科 047-403-8400

なりやまクリニック 船橋市夏見台1-18-7　夏見台ビル3F 小児科・婦人科 047-406-6266

西白井クリニック 白井市根1778-6 内科・消化器外科・外科・小児科 047-498-3333

にじの空クリニック 船橋市本町6-2-20　ゼブラ船橋6F 精神科 047-424-0287

西船医院 船橋市西船2-21-1 内科・整形外科・リハビリテーション科 047-495-3633

西船耳鼻咽喉科医院 船橋市印内町497-2　田久保ビル1F 耳鼻咽喉科 047-434-5721

西船内科 船橋市西船4-23-8 内科 047-431-6400

西船橋こうのとりクリニック 船橋市葛飾町2-343　中沢ビル5階 産婦人科 047-401-4329

西船橋こやまウィメンズクリニック 船橋市印内町638-1 婦人科（不妊治療） 047-495-2050

西船橋泌尿器科クリニック 船橋市西船4-22-1-2F 泌尿器科 047-433-1124

西船橋レディースクリニック 船橋市西船4-22-1-3F 婦人科 047-432-5588

西船皮フ科・形成外科 船橋市印内町584-1 中島ビル2F 皮膚科・形成外科 047-401-6625

西船山本皮フ科 船橋市西船4-14-12　木村建設ビル3F 皮膚科 047-433-7987

日本健康倶楽部西船橋健康管理クリニック 船橋市葛飾町2-340　フロントビル4F 内科 047-495-2100

庭野クリニック 船橋市薬円台5-20-3 内科 047-466-1347

脳神経内科津田沼 船橋市前原西2-14-5　榊原ビル7F 神経内科 047-470-0500

野上医院 船橋市西船4-18-10 内科 047-431-3352

野口クリニック 市川市高谷1-6-10 内科・循環器内科 047-320-5100

のむらファミリークリニック 鎌ケ谷市新鎌ケ谷1-18-5　ディア・ヴェルジュ1F 内科　・消化器内科 047-401-3611

はぎわら内科クリニック 船橋市前原西2-33-11 内科・消化器科・小児科 047-472-1002

はさま駅前クリニック 船橋市芝山1-41-1-102 内科・呼吸器内科・アレルギー科 047-461-1159

http://www.tohokamagaya.com/
https://toki-hifuka.com/
http://www.tokuyama-clinic.jp/
http://www.totsukaganka.jp/
https://0473160055.com/
http://toyoclinic.net/index.html
https://toriumi-cl.jp/
http://toriumi-naika.jp/staff.html
https://naitojibika.com/
https://nakagawa-clinic.net/
http://www.nakajima-oc.com/gree.html
http://funabashi-nou-shinkei.com/
https://nakata-seikeigeka.com/
http://www.nagato-clinic.com/
https://nakamura-naikacl.jp/
http://nakamura-clinic.jp/
http://nadeshiko-hifuka.com/index_qhm.php?
http://www.narashino-clinic.com/
https://www.narashinodai.jp/
http://nariyama-clinic.jp/
http://www.nishishiroi-clinic.com/
https://nijinosora-clinic.com/
http://nishifuna-iin.com/clinic.html
https://localplace.jp/t100509207/
https://select-type.com/s/?s=nzWgdSp2FpM
https://koyama-womens.com/
https://nishifunabashi-uro.com/
https://nishifunabashi-gyne.com/
http://nishifuna-dpc.com/
http://www.nishifunayamamoto-dermatology.jp/
http://www.kenshin-chiba.jp/nishifuna/
http://shinkeinaika-t.or.jp/index.html
http://nogami-iin.webmedipr.jp/
http://www.nc-clnc.com/
http://nomura-family.com/
http://hagiwara-naika.com/
http://hasama-clinic.jp/
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はしもとクリニック 船橋市咲が丘3-25-3　ミツヨシビル2F 内科・外科・消化器科 047-448-5175

長谷川眼科医院 船橋市習志野台2-49-7 眼科・小児眼科 047-466-3637

はせがわ内科外科クリニック 船橋市習志野台1-38-11　北習志野メディカルプラザ3F 内科・消化器内科・外科 047-469-1159

長谷川皮フ科 鎌ケ谷市鎌ケ谷1-6-49 皮膚科 047-445-4112

畑医院 鎌ケ谷市道野辺中央5-1-74 小児科 047-443-4051

初富内科医院 鎌ケ谷市初富本町1-1-24 内科・糖尿病内科 047-468-8103

初富保健病院 鎌ケ谷市初富114 【略】 047-442-0811

花輪病院附属駅前クリニック 船橋市習志野台2-1-6　習志野駅前ビル3F 内科・循環器内科・リウマチ科・糖尿病内科・整形外科・リハビリテーション科 047-461-2112

はまさと内科リウマチ膠原病クリニック 船橋市東船橋4-30-2 内科・リウマチ科・アレルギー科 047-411-6111

はもれびクリニック 鎌ケ谷市初富本町1-3-8 エクセルハイツ KEYAKI 1F 内科 047-401-1986

速水医院 東京都江戸川区北小岩6-47-6 内科 03-3672-6759

原木中山クリニック 船橋市本中山7-5-11フォルトゥーナ 101 内科・外科・消化器内科（内視鏡）・整形外科・小児科 047-318-3501

原沢外科内科整形外科 鎌ケ谷市鎌ケ谷3-3-45 外科・内科・整形外科 047-443-8226

原田耳鼻咽喉科 市川市新田3-23-16 耳鼻咽喉科 047-370-1275

東習志野クリニック 習志野市東習志野3-1-22 内科 047-403-1157

ひさきファミリークリニック 市川市大野町2-107-1 小児科・内科・アレルギー科 047-303-8000

向日葵クリニック 八千代市ゆりのき台5-1-2 内科、訪問診療 047-485-6000

ひらのメディカルクリニック 習志野市谷津3-1-12 内科・循環器内科 047-409-7800

ファミリークリニック 船橋市習志野台1-11-4 内科、外科、皮膚科、脳神経外科 047-404-2688

深沢医院 船橋市前原西2-8-3 内科・小児科・循環器科 047-472-3069

福井医院 船橋市前原西5-9-1 内科・循環器科・小児科 047-478-8833

福田医院 市川市鬼越2-1-7 内科・循環器内科・胃腸内科 047-334-4355

藤岡医院 船橋市海神5-12-29 循環器内科・内科 047-431-5398

ふじさき内科クリニック 習志野市藤崎3-25-13 内科・胃腸科・呼吸器科 047-479-2241

藤田クリニック 船橋市新高根6-38-8 泌尿器科 047-463-1311

ふじもと皮フ科クリニック 船橋市習志野台3-1-1　エキタきたなら3F 皮膚科・小児皮膚科・アレルギー科・美容皮膚科 047-464-7222

ふたわ整形外科内科 船橋市二和東6-18-26 整形外科・内科 047-440-5850

船北整形外科 船橋市本町7-10-4 整形外科・リハビリテーション科 047-422-2932

船津医院 船橋市前原西8-24-5 内科・循環器科 047-466-6711

船橋青い空こどもクリニック 船橋市米ケ崎町65１番地1 小児科 047-407-0201

船橋駅前内科クリニック 船橋市本町7-6-1　船橋ツインビル東館6F 内科・循環器内科・呼吸器内科 047-406-5515

船橋駅前みみはなクリニック 船橋市本町7-6-1　船橋ツインビル東館6F 耳鼻咽喉科 047-411-3387

船橋駅前レディースクリニック 船橋市本町6-1-7 エスペランサK 2F 婦人科 047-426-0077

船橋北病院 船橋市金堀町521-36 精神科・心療内科 047-457-7151

船橋行田クリニック 船橋市行田3-2-23 内科・外科・小児科・乳腺外科 047-430-7177

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

船橋肛門・胃腸クリニック 船橋市本町6-8-15　アサヒ船橋ビル2F 肛門外科・内視鏡内科・胃腸内科 047-423-8600

船橋こどもクリニック 船橋市本町1-13-19　ABキューブ3F 小児科 047-404-3655

船橋市立リハビリテーション病院 船橋市夏見台4-26-1 リハビリテーション科 047-439-1200

船橋市リハビリセンタークリニック 船橋市飯山満町2-519-3 リハビリテーション科 047-468-2001

船橋整形外科市川クリニック 市川市市川南１丁目8-6 整形外科・リハビリテーション科 047-329-4192

船橋整形外科クリニック 船橋市飯山満町1-824 整形外科・リハビリテーション科 047-425-5585

船橋整形外科病院 船橋市飯山満町1-833 整形外科・リハビリテーション科 047-425-5585

船橋総合病院 船橋市北本町1-13-1 【略】 047-425-1151

船橋総合病院附属あい在宅クリニック 船橋市北本町2-66-20 内科・訪問診療 080-7169-4670

https://www.hashi-clinic.com/doctor
http://hasegawagank.byoinnavi.jp/pc/
https://hasegawa-naikageka.jp/
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https://www.harasawageka.com/
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https://www.fukudacl.jp/
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https://funabashi-clinic.jp/
https://www.funabashi-kodomo.com/
https://www.funabashi-reha.com/
https://www.funabashi-rehacen.com/
https://www.fff.or.jp/clinic-ichikawa/
https://www.fff.or.jp/clinic-funabashi/
https://www.fff.or.jp/hospital/
http://www.fgh-carrot.com/
http://www.fgh-carrot.com/dept/ai_clinic/
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船橋中央眼科 船橋市飯山満1-836-5 眼科一般 047-460-0677

船橋中央病院 船橋市海神6-13-10 【略】 047-433-2111

船橋夏見の杜クリニック 船橋市夏見1-5-20 脳神経外科・内科・放射線科・リハビリテーション科 047-409-5101

ふなばし皮膚科クリニック 船橋市本町6-6-4　船橋スクエアビル2F 皮膚科 047-407-3772

船橋二和病院 船橋市二和東5-1-1 【略】 047-448-7111

船橋ベイサイド皮膚科 船橋市浜町2-1-1-西3F 皮膚科・小児皮膚科・アレルギー科・美容皮膚科 047-495-4111

船橋本町クリニック 船橋市本町6-4-24 人工透析・内科・泌尿器科 047-460-7101

船橋みなとクリニック 船橋市湊町2-8-9 一般内科・消化器内科・健診・人間ドック 047-433-5105

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 形成外科・皮膚科・美容皮膚科 047-421-1103

ふなびき皮膚科 船橋市二和東6-44-5 皮膚科 047-447-4703

ふるもと整形外科 習志野市大久保4-9-11 整形外科・リハビリテーション科・リウマチ科 047-455-6336

平安堂内科 船橋市前原西2-11-11 内科・循環器科 047-475-2629

ベリークリニック 市川市相之川4-14-10-1F 糖尿病内科・一般内科・甲状腺外来・肥満症外来・禁煙外来・ＥＤ外来 047-358-6318

北條内科クリニック 船橋市習志野台6-15-16 消化器内科・呼吸器内科・アレルギー内科 047-468-7336

法典クリニック 船橋市上山町1-128-1　ルーラル拾弐番館2F 内科・外科・形成外科・眼科・小児科・小児外科・皮膚科・美容外科 047-337-7896

北総白井病院 白井市根325-2-1 【略】 047-492-1001

堀江皮膚科医院 鎌ケ谷市富岡1-6-5 皮膚科 047-445-9888

ほり内科クリニック 船橋市湊町2-5-6 内科・循環器内科・呼吸器内科・アレルギー科 047-495-5110

堀野医院 船橋市緑台2-6-2-105 小児科・皮膚科・内科・漢方全般 047-447-1421

本郷並木通り内科 千葉市花見川区幕張本郷5-5-16 内科・消化器内科 043-274-1888

本田こどもクリニック 船橋市西習志野4-11-2 小児科・内科・アレルギー科 047-468-7211

本田産婦人科クリニック 鎌ケ谷市鎌ケ谷1-5-79 産科・婦人科 047-446-0733

前原医院 船橋市前原西3-23-11 内科・小児科 047-472-2445

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

真希レディースクリニック 習志野市津田沼1-2-8　はまゆうパスタビル3F 産婦人科・女性泌尿器科 047-403-1177

幕張ベイクリニック 千葉市美浜区打瀬2-16　パティオス17番街1F 小児科・内科 043-212-0505

幕張ベイパーク耳鼻咽喉科 千葉市美浜区若葉3-1-38 幕張ベイパークメディカルセンター203 耳鼻咽喉科 043-205-4840

まくはり南クリニック 千葉市花見川区幕張町5-187-1　幕張センタービル2F 内科 043-350-3512

まごころクリニック行徳 市川市行徳駅前1-12-17 内科 047-318-3977

馬込沢クリニック 船橋市藤原7-2-2Luz船橋4階 内科、消化器科 047-439-1703

馬込沢ふじい皮ふ科 鎌ケ谷市東道野辺72246 KU馬込沢ビル2階 皮膚科 047-404-6005

馬込整形外科クリニック 船橋市丸山5-27-8 整形外科 047-438-9541

ますだ乳腺・甲状腺クリニック 船橋市本町6-1-3　メルファーレ船橋2F 内科・外科 047-411-7430

まつうら眼科 船橋市新高根6-38-8 眼科一般 047-466-4641

まつうら内科 船橋市西船2-28-1　大日・西船ビル2F 内科 047-495-5225

松が丘診療所 船橋市松が丘2-38-8 内科 047-463-2125

松上医院 船橋市三咲3-6-10 内科 047-448-7030

松永小児科 船橋市本町6-7-27 小児科・アレルギー科・内科 047-423-5788

松信ウィメンズクリニック・こどもクリニック 習志野市本大久保3-5-27 産婦人科・小児科・麻酔科 047-473-1928

松丸メディカルクリニック 市川市東菅野1-15-1 内科・循環器科・呼吸器科 047-325-0270

まつもと内科クリニック 船橋市海神6-8-25 内科・泌尿器科・小児科・皮膚科 047-495-2541

三咲眼科 船橋市三咲5-33-5 眼科 047-448-1213

三咲内科クリニック 船橋市二和東6-44-9　サニーハイランスⅡ-201 内科 047-440-2222

みちのべクリニック 鎌ケ谷市東道野辺4-1-38 内科・外科・胃腸科・肛門科 047-446-5957

道野辺診療所 鎌ケ谷市道野辺226-1 内科・胃腸科・外科・皮膚科・整形外科 047-446-3307
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みつかリウマチクリニック 習志野市谷津1-16-1　モリシア津田沼レストラン棟4階 リウマチ科・整形外科 047-409-4032

南浜診療所 船橋市南本町6-5 内科・小児科・皮膚科・漢方内科 047-431-3717

南船橋クリニック 船橋市若松2-6-1-121 内科・小児科・皮膚科・アレルギー科 047-431-1820

南八幡眼科 市川市南八幡4-8-15　太田ビル2F 眼科 047-378-6311

峰岡クリニック 船橋市湊町3-3-18 内科・循環器科・呼吸器科 047-431-1302

実籾診療所 習志野市実籾1-5-2 循環器内科・内科 047-472-0431

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

みやけ眼科 船橋市本中山3-20-13　ステーションハイツ中山101 眼科 047-336-2043

宮下整形外科クリニック 船橋市東船橋1-33-10 整形外科・リハビリテーション科 047-424-9041

みやもとクリニック 船橋市本町1-13-19　ABキューブ2F 内科・泌尿器科・皮膚科 047-401-3841

妙典内科クリニック 市川市富浜2-14-4　ヴァンテアン302号 内科・呼吸器か・消化器科・循環器科 047-307-6655

むなかた内科・神経内科 船橋市坪井東3-9-3　船橋日大駅前ビル2F 神経内科・内科 047-456-0234

メディカルスクエア奏の杜クリニック 習志野市奏の杜2-1-1 奏の杜フォルテ2階 内科・消化器内科・乳腺外科・婦人科 047-406-5000

目時クリニック 市川市市川南3-3-23 内科・小児科・美容内科・整形科 047-321-1787

本中山クリニック 船橋市本中山2-18-3　カタンクローバービル1F 内科・循環器内科・呼吸器内科 047-302-3777

本中山皮フ科 船橋市本中山4-22-10 3F 皮膚科 047-323-6223

本橋眼科クリニック 船橋市本町2-1　スクエア21　1F 眼科 047-420-2001

本八幡耳鼻咽喉科 市川市南八幡5-10-4-1F 耳鼻咽喉科・小児耳鼻科・アレルギー科 047-378-8711

本八幡セントラル放射線科クリニック 市川市八幡3-3-3　アイビスビルB1 放射線科 047-323-8686

森田クリニック 船橋市本町1-20-35 外科・内科・肛門科 047-431-7051

守田皮フ科クリニック 船橋市新高根6-38-8 皮膚科 047-467-4112

もりや内科・呼吸器科クリニック 白井市冨士129-29 内科・呼吸器科・アレルギー科 047-498-6622

薬円台眼科 船橋市薬円台6-14-31 眼科 047-469-6123

薬園台さかいクリニック 船橋市薬円台6-6-2　2F 内科・泌尿器科 047-490-1515

薬円台泌尿器科腎クリニック 船橋市薬円台6-1-1　薬園台駅ビル3F 泌尿器科・血液浄化 047-496-3021

薬園台リハビリテーション病院 船橋市滝台町94-22 【略】 047-464-8111 

やぐち内科クリニック 船橋市宮本2-1-18 内科・呼吸器内科・アレルギー科 047-460-5107

矢島耳鼻咽喉科 船橋市芝山3-1-2 耳鼻咽喉科 047-467-1101

安田整形外科医院 市川市若宮3-53-25 整形外科・リハビリテーション科・リウマチ科 047-320-7575

やすはら内科クリニック 市川市市川2-1-1　パークノヴァ市川101 内科・呼吸器内科・消化器内科・循環器内科・アレルギー科 047-325-8882

やすまクリニック 船橋市本町1-5-3　マルホンビル3F 眼科・内科・外科・脳神経外科・リハビリテーション科 047-407-2111

八千代有床診療所 八千代市緑が丘西3-13-21 老年内科・内科 047-411-6020

谷津保健クリニック 習志野市谷津4-7-34 内科 047-409-7000

谷津保健病院 習志野市谷津4-6-16 【略】 047-451-6000

矢走クリニック 船橋市夏見1-1-3 精神科・神経科・心療内科 047-422-0711

山岡内科クリニック 船橋市習志野台3-13-25-101 内科 047-468-0720

山川医院 習志野市大久保4-10-17 内科・小児科 047-472-1378

山口内科 船橋市上山町1-139-8 内科 047-300-6600

山﨑医院 船橋市本町4-44-4 皮膚科・泌尿器科・形成外科 047-422-3216

山﨑内科外科クリニック 船橋市山手1-1-3　ルネ・アクシアム 内科・外科・胃腸科・肛門科・皮膚科 047-432-1007

やまと内科小児科クリニック 船橋市高根台7-12-10 内科・呼吸器内科・小児科 047-465-0870

山中医院 船橋市馬込町952-8 内科・循環器科・胃腸科・放射線科 047-438-3611

やまなか小児科・内科 船橋市行田1-50-2フォルテ船橋2階 小児科・内科 047-404-7004

悠翔会在宅クリニック船橋 船橋市本町4-40-8　セピアビル1F 在宅医療・総合内科・皮膚科・精神科・神経内科 047-407-0930

横堀クリニック 船橋市西習志野4-20-16 内科・胃腸科・呼吸器科・消化器科・アレルギー科 047-463-9731
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吉川耳鼻咽喉科医院 習志野市津田沼3-3-4 耳鼻咽喉科 047-474-0215

吉田医院 船橋市前原西6-1-23 内科・循環器内科・胃腸科 047-472-2905

吉田小児科医院 船橋市習志野台2-34-17 小児科 047-466-1400

吉沼医院 船橋市南三咲1-22-16 内科・循環器科・呼吸器科 047-448-2800

竜崎医院 市川市富浜2-3-24 内科・外科・小児科・整形外科・胃腸内科 047-358-7300

両総医院 市川市新田5-15-3 心療内科・神経科・精神科 047-326-1191

和奏クリニック 習志野市谷津6-6-7 内科・外科 047-405-2680

若葉クリニック 船橋市上山町1-156-1　ベルグプレシャデス112号 内科（プライマリーケア）・在宅支援診療所・小児科 047-303-0805

若葉クリニック 市川市南八幡4-10-16 内科 047-314-0900

渡辺医院 船橋市宮本2-1-16 内科・循環器科・代謝内科・呼吸器科・消化器科 047-422-5259

渡辺医院 市川市新田1-2-14 内科・小児科・皮膚科 047-322-7159
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http://yoshida-syounika.jp/guide.html
https://kohokai.com/takifudou/
https://wakaba-cl.doctorsfile.jp/
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