
（医療機関名：五十音順）

医療機関名 氏　　　　名 医療機関名 氏　　　　名 医療機関名 氏　　　　名 医療機関名 氏　　　　名

　ｉ - メンタルクリニック 　山本　純史 　加賀谷正クリニック 　加賀谷　正 　たかざわ医院 　髙澤　努 　牧野クリニック 　牧野　毅

　あいこう耳鼻いんこう科 　島本　久美子 　柏の森クリニック 　齊藤　彰 　高田外科胃腸内科 　高田　丈 　松戸クリニック 　丸山　博

　あおぞら診療所新松戸 　前田　浩利 　加藤外科内科クリニック 　加藤　昌孝 　高塚団地診療所 　芝山　弘 　松戸ニッセイ聖隷クリニック 　山田　好則

　あおぞら診療所新松戸 　星野　大和 　かねこ医院 　金子　慶虎 　たきあ胃腸科クリニック 　松本　悟 　松戸リハビリテーション病院 　岡田　仁

　あおぞら診療所新松戸 　渡邊　優 　かわしま皮膚科 　川島　淳子 　竹内クリニック 　竹内　郁男 　松丸メディカルクリニック 　松丸　剛

　あおぞら診療所新松戸 　石渡　久子   きし内科クリニック 　岸　雅人 　たけだメンタルクリニック 　武田　直己 　松宮クリニック 　松宮　是仁

　赤坂こころのクリニック「ケイローン」 　車田　裕通 　北国分診療所 　昆　啓之 　田﨑クリニック 　田﨑　達也 　馬橋クリニック 　赤沼　順

　明海皮ふ科 　本橋　尚子 　北沢眼科医院 　渡邊　万里子 　たついし内科 　立石　修 　みつはしクリニック 　三橋　広光

　あべメンタルクリニック 　阿部　輝夫 　北林医院分院 　北林　香織 　たなか胃腸クリニック　本八幡 　田中　浩司 　みつはしクリニック 　三橋　理恵

　池松耳鼻咽喉科 　池松　武臣   北松戸メディカルクリニック 　貫井　信一 　田中稔眼科 　田中　稔 　皆川医院 　皆川　康孝

　いざなぎクリニック 　福田　美絵子 　木下内科クリニック 　木下　勝秀 　丹野内科・循環器科 　丹野　文博 　南八幡眼科 　飯島　幸雄

　石井歯科医院 　石井　広志 　行徳中央クリニック 　佐藤　秀樹 　千葉いぐさクリニック 　服部　佳広 　みやお整形外科 　宮尾　康平

　石岡内科クリニック 　石岡　晴彦 　行徳中央クリニック 　山田　智子 　つばさ在宅クリニック 　山賀　亮之介 　妙典内科クリニック 　崔　馨

　石川内科クリニック 　石川　直文 　日下部クリニック 　津嶋　秀史 　つばさ在宅クリニック西船橋 　永島　徳人 　むらした耳鼻咽喉科 　村下　秀和

　石島医院 　石島　秀紀 　国井整形外科 　国井　光隆 　つるおか内科 　鶴岡　和弘 　目時クリニック 　目時　彰

　医聖よろずクリニック 　山中　ゆか 　茆原内科医院 　茆原　忠夫 　デンタルクリニック吉田 　吉田　勤 　メンタルヘルス診療所しっぽふぁーれ 　伊藤　順一郎

　市川医院 　今泉　滿 　けやきトータルクリニック 　石井　秀幸 　土居内科医院 　土居　良康 　本八幡クリニック 　浦野　美晴

　市川いけだクリニック 　池田　良一 　こころクリニック船橋 　大塚　芳克 　東葛クリニック市川 　山田　隆一   本八幡耳鼻咽喉科 　黒石川　泰

　市川駅前おがわ内科 　小川　健夫 　小坂整形外科 　小坂　弘道 　東葛クリニック市川 　山田　昌央   本八幡セントラル放射線科クリニック 　小澤　さやか

　市川クリニック 　田島　知行 　小菅医院 　小菅　勝 　東京ベイサイドクリニック 　矢後　尋志 　本八幡レディースクリニック 　五十嵐　健治

　市川ケアクリニック 　古野　茂一 　小菅医院 　小菅　玄晴 　道玄坂しもやまクリニック 　下山　修司 　森クリニック 　森　秀樹

　市川こどもクリニック 　市川　秀樹 　小谷整形外科 　小谷　貢一 　常盤平駅前内科クリニック 　原田　智浩 　八木歯科医院 　八木　幹彦

　市川コルトンクリニック 　河内山　資朗 　小林医院 　小林　靖幸 　常盤平おひさまクリニック 　林　鈞貴 　矢切クリニック 　深山　泰永

　市川市民診療所 　大島　朋光 　駒クリニック立石 　大川　昭宏 　常盤平神経科クリニック 　西脇　毅 　矢切ファミリー歯科 　儀本　壮太郎

　市川シャポー眼科 　佐賀　正道 　コミュニティクリニック　みさき 　玉元　弘次 　戸塚眼科 　戸塚　清一 　やすはら内科クリニック 　安原　一彰

　市川ひふ科形成外科クリニック 　佐々木　英悟 　近藤クリニック 　藤原　麻里 　戸塚眼科 　戸塚　秀子 　やなぎはら皮ふ科クリニック 　柳原　康貴

  市川メンタルクリニック 　芦澤　裕子 　斎藤医院 　斎藤　功 　トレポンテこどもクリニック 　村社　歩美 　矢走クリニック 　矢走　誠

　市川Ｒｉｏ皮膚科 　稲冨　徹 　さくらクリニック・松戸 　菅田　安男 　なかさこ医院 　中迫　明美 　山口内科 　山口　芳

  一条会クリニック 　髙橋　亨   さくらライフ市川クリニック 　板橋　良昌 　中田整形外科 　中田　好則 　やまもと消化器内科・肛門科 　山本　哲朗

　井手ハートクリニック 　井手　博文 　さくらライフ錦糸クリニック 　松枝　啓 　中村耳鼻咽喉科医院 　中村　彰男 　山本内科小児科医院 　山本　みどり

　伊藤内科医院 　伊藤　勝仁 　さくらライフ錦糸クリニック 　茂呂　勝美 　中村整形外科医院 　中村　勉 　八幡眼科医院 　川瀬　英理子

　いなだクリニック 　稲田　誠 　左近允眼科 　左近允　徳啓 　二階堂医院 　二階堂　良隆 　八幡メンタルクリニック 　大川原　浩

　井上医院 　井上　克彦 　佐々木内科医院 　佐々木　森雄 　西船医院 　重光　俊男 　悠翔会在宅クリニック金町 　吉橋　信一

　いらはら診療所 　苛原　実 　佐瀬医院 　井村　有子 　西船耳鼻咽喉科医院 　渡辺　正子 　吉岡医院 　吉岡　雅之

　上田医院 　上田　聡 　さたクリニック 　佐多　斉 　日本橋浜町耳鼻咽喉科 　許　芳行 　吉田医院 　吉田　充

　上田医院 　佐藤　拓道 　さとうクリニック 　佐藤　雅彦 　野上医院 　野上　敦夫 　吉田医院 　吉田　幸一郎

　上田歯科医院 　千葉　和成 　さとうメディカルクリニック 　佐藤　徹 　長谷川歯科医院 　長谷川　勝 　吉田クリニック 　忠岡　信彦

　浮谷クリニック 　浮谷　勝郎 　しいの歯科医院 　椎野　広巳 　花輪医院 　花輪　茂樹 　吉野医院 　吉野　信行

　浦安高柳病院 　新井　もとえ   汐入耳鼻咽喉科 　吉見　健二郎 　半沢クリニック 　半沢　隆 　吉野内科・神経内科医院 　吉野　英

　ＬＤ・Dyslexia センター 　宇野　彰 　篠塚医院 　篠塚　正彦 　東松戸病院 　岩井　直路 　梨香台診療所 　中島　雅央

　大柏内科クリニック 　内藤　明日香 　島田クリニック 　島田　多佳志 　ひさきファミリークリニック 　久木　良平 　竜崎医院 　竜崎　崇信

　大倉内科小児科医院 　大倉　淳男 　島村トータル・ケア・クリニック 　島村　善行 　ビバ歯科矯正小児歯科 　関本　浩貴 　両総医院 　松井　武夫

　大島記念嬉泉病院 　石川　清隆 　志村医院 　小齊平　惠 　日比医院 　日比　哲夫 　若葉クリニック 　若月　冬樹

　大谷医院 　大谷　一郎 　下総中山メンタルクリニック 　児玉　和宏 　ヒロデンタルクリニック 　浜田　寛 　若林胃腸科クリニック 　若林　康之

　おおたに歯科 　大谷　洋昭 　シャルムクリニック 　櫻井　直樹 　ふくざわ内科クリニック 　福澤　健次 　渡辺医院 　渡辺　東也

　大塚医院（八幡） 　大塚　智博 　新東京クリニック松飛台 　平田　忠 　福田医院 　中原　則昭

　大野駅前歯科 　吉田　英介 　新松戸中央総合病院 　松尾　亮太 　福谷内科医院 　福谷　英成

　大原ファミリークリニック 　大原　信行 　菅田整形外科医院 　菅田　隆久 　藤巻耳鼻咽喉科医院 　藤巻　豊

　おおわだ佐多クリニック 　佐多　謙 　杉田眼科 　吉田　真人 　船橋肛門・胃腸クリニック 　佐藤　幸一

　岡部耳鼻咽喉科医院 　岡部　英子 　すこやか医院 　前田　清貴 　船橋ひのわクリニック 　土戸　啓史

　小栗原クリニック 　上野　真弓 　鈴木医院 　鈴木　雍人 　船橋二和病院・ふたわ診療所 　白井　精一郎

　おだなか医院 　小田中　順 　鈴木医院 　鈴木　健 　船津整形外科・内科・小児科医院 　船津　恵一

　おにたか武田クリニック 　武田　有啓 　清仁会クリニック 　足立　憲治 　ふるや内科クリニック 　古谷　徹

　尾林内科医院 　尾林　紀雄 　せきぐちクリニック 　関口　直哉 　ベリークリニック 　増田　美央

　化学療法研究所附属病院 　目黒　知己 　髙石内科胃腸科 　髙石　潔 　ほっち医院 　発地　美介

【H29.5.19現在　 医療機関：198施設　連携医：210名】

連 携 医 登 録 一 覧 表
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