
連携医療機関リスト(千葉市以外)

地　　区 連携医療機関

在宅
支援
診療
所

住　　　　所 電話番号

市原市 小野木医院 〒290-0011 市原市能満１８４５－３７ 0436-75-4049

市原市 五井在宅クリニック 〒290-0054 市原市五井中央東2-6-1　相川ビル2階C号室 0436-63-3250

市原市 五味クリニック ○ 〒299-0110 市原市姉崎東2-2-6 0436-61-0028

市原市 五味クリニック 〒299-0110 市原市姉崎東2-2-6 0436-61-0028

市原市 結家訪問看護ステーション 〒290-0001 市原市草刈982 0436-26-7405

市原市 ラミーナ訪問看護ステーション 〒290-0003 市原市辰巳台東1-11-7 辰巳台ｲｰｽﾄﾒｿﾞﾝ105号 0436-37-6877

市原市 訪問看護ステーション「杏」 〒290-0011 市原市能満1774-1 0436-75-7500

市原市 白金訪問看護ステーション 〒290-0059 市原市白金町1-70 0436-26-6662

市原市 セントケア訪問看護ステーション市原 〒290-0074 市原市東国分寺台2-2-6 0436-20-1012

市原市 訪問看護ステーションわたぼうし 〒299-0111 市原市姉崎466　ｹｲﾃｨﾋﾞﾙ6階 0436-60-2122

市原市 訪問看護ステーションつくしんぼ 〒299-0111 市原市姉崎474 0436-60-7620

市原市 訪問看護ステーションひかり 〒299-0102 市原市青柳1-2-13 井上ビルB 0436-63-2266

市原市 奏 訪問看護ステーション市原 〒290-0054 市原市五井中央東2-28-7　フレグランスひろA202 0436-63-4337

木更津市 コンフォート君津クリニック 〒292-0826 木更津市畑沢南6－26－3　リベルテ・うららヶ丘Ａ棟3号室 0438-38-0222

木更津市 上総在宅診療所 〒292-0038 木更津市ほたる野1-7-3 0438-38-4371

木更津市 上総在宅診療所 〒292-0038 木更津市ほたる野1-7-3 0438-38-4371

木更津市 木更津クリニック 〒292-0805 木更津市大和１－４－１８ 0438-97-5821

木更津市 木更津クリニック　在宅医療部 〒292-0805 木更津市大和１－４－１８ 0438-97-5821

木更津市 訪問看護ステーションきづな 〒292-0063 木更津市江川523-2 0438-53-8747

木更津市 房総メディカル 第2クリニック 訪問看護ステーション 〒292-0065 木更津市吾妻243-1 0438-38-6777

木更津市 セントケア訪問看護ステーション木更津 〒292-0803 木更津市幸町2-1-6 0438-30-1033
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連携医療機関リスト(千葉市以外)

地　　区 連携医療機関
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住　　　　所 電話番号

習志野市 和奏クリニック ○ 〒275-0014 習志野市鷺沼1-5-10アルカディア1-102 047-405-2680

習志野市 ならしのファミリークリニック ○ 〒275-0002 習志野市実籾4-23-8 047-455-7880

習志野市 谷津パーク診療所 ○ 〒275-0026 習志野市谷津3-1-2　ﾛｰｽﾞﾀｳﾝ武内203 047-470-6222

習志野市 アカシア在宅クリニック 〒275-0011 習志野市大久保3-7-17 047-409-3232

習志野市 新習志野訪問看護ステーション 〒275-0025 習志野市秋津3-5-2 047-408-0106

習志野市 津田沼訪問看護ステーション 〒275-0026 習志野市谷津1-10-13　2F 047-473-3536

習志野市 済生会ならしの訪問看護ステーション 〒275-8580 習志野市泉町1-1-1 047-473-7895

習志野市 訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ ｼｭｶﾞｰﾊｰﾄ・習志野 〒275-0012 習志野市本大久保2-10-15　ランプリール101 047-774-8880

船橋市 南浜診療所 ○ 〒273-0004 船橋市南本町6-5 047-431-3717

船橋市 板倉病院 〒273-0005 船橋市本町２－１０－１ 047-431-2852

船橋市 ふたわ診療所 ○ 〒274-0805 船橋市二和東3-16-1 047-448-7660

船橋市 薬園台さかいクリニック ○ 〒274-0077 船橋市薬円台6-6-2　2F 047-490-1515

船橋市 つばさ在宅クリニック ○ 〒273-0862 船橋市駿河台1-33-8コンフィデンス駿河台201 047-411-1666

船橋市 つばさ在宅クリニック西船橋 〒273-0031 船橋市西船4-14-12 木村建設工業ビル7階701号室 047-495-0111

船橋市 土居内科医院 ○ 〒273-0036 船橋市東中山1-18-10 047-334-2686

船橋市 総合クリニックドクターランド船橋 ○ 〒273-0045 船橋市山手1-1-8イオンモール船橋内 047-437-6868

船橋市 及川医院 〒274-0072 船橋市三山9－6－16 047-473-3625

船橋市 いけだ病院 〒274-0824 船橋市前原東1－6－4 047-472-7171

船橋市 船橋ひのわクリニック 〒273-0028 船橋市海神町東1-1387Poseidon102号室 047-436-8311

船橋市 セントケア訪問看護ステーション船橋 〒273-0005 船橋市本町2-29-12 松本ビル3階 047-435-1006

船橋市 いけだ訪問看護ステーション 〒274-0824 船橋市前原東1－6－4 047-472-5550

船橋市 ロータス訪問看護ステーション 〒273-0047 船橋市藤原5-23-2 047-439-6032

船橋市 みなみはま訪問看護ステーション 〒273-0004 船橋市南本町6-2 047-431-6031

船橋市 ふたわ訪問看護ステーション 〒274-8506 船橋市二和東5-1-1 047-440-5111
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船橋市 前原ハート訪問看護ステーション 〒274-0824 船橋市前原東4-21-6 047-403-5731

船橋市
ｾｺﾑ船橋本町訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ
　ｻﾃﾗｲﾄ津田沼・居宅介護支援事業所

〒274-0825 船橋市前原西2-29-5　田久保ビル3F A号室 047-455-3208

船橋市 セコメディック訪問看護ステーション 〒274-0053 船橋市豊富町696-1 047-457-9900

船橋市 セコム船橋訪問看護ステーション 〒273-0031 船橋市西船4-11-10 第5田中ビル202号 047-420-3651

船橋市 セコム船橋本町訪問看護ステーション 〒273-0005 船橋市本町1-17-3市川ビル201号室 047-495-5251

市川市 市川市民診療所 〒272-0032 市川市大洲4－10－21 047-376-2788

市川市 セコム市川訪問看護ステーション 〒272-0023 市川市南八幡3-3-16アグレ本八幡203 047-320-3027

市川市 いちかわ訪問看護ステーション 〒272-0032 市川市大洲4-10-21 047-376-2811

市川市 セントケア訪問看護ステーション市川 〒272-0133 市川市行徳駅前1-1-8 ﾎﾟｰﾄﾚｰﾄ1F 047-306-1020

八千代市 さくらがわクリニック ○ 〒276-0029 八千代市村上南5-5-18 047-405-7722

八千代市 高津南クリニック 〒276-0036 八千代市高津659－20 047-458-7833

八千代市 八千代有床診療所 ○ 〒276-0040 八千代市緑が丘西3-13-21 047-411-6020

八千代市 生きがい訪問診療所 〒276-0022 八千代市村上3530-9 047-411-9232

八千代市 向日葵クリニック 〒276-0042 八千代市ゆりのき台5-1-2　ブライトリーフ 047-485-6000

八千代市 向日葵ナースステーション 〒276-0042 八千代市ゆりのき台5-1-2　ブライトリーフ 047-409-7535

八千代市 大和田訪問看護ステーション 〒276-0045 八千代市大和田328-1 047-485-2133

八千代市 ワールド訪問看護ステーション 〒276-0047 八千代市吉橋1161-4 047-409-6420

八千代市 まちのナースステーション八千代 〒276-0042 八千代市ゆりのき台5-2-3 047-455-3640

八千代市 さわやか訪問看護ステーション 〒276-0045 八千代市大和田663-4 047-480-7300

八千代市 ｾﾝﾄﾏｰｶﾞﾚｯﾄ 訪問看護ステーション 〒276-0022 八千代市上高野450  ｾﾝﾄﾏｰｶﾞﾚｯﾄ病院内 047-485-5111

八千代市 セントケア訪問看護ステーション八千代 〒276-0049 八千代市緑が丘2-2-10　秋葉緑が丘ビル601号 047-458-1065

鎌ヶ谷市 セントケア訪問看護ステーション鎌ヶ谷 〒273-0113 鎌ケ谷市道野辺中央2-1-33　坪沼第二ビル201号室 047-443-1018

松戸市 セントケア訪問看護ステーション松戸馬橋 〒271-0054 松戸市中根長津町236番地 047-331-1805
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連携医療機関リスト(千葉市以外)

地　　区 連携医療機関
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住　　　　所 電話番号

佐倉市 さくら風の村訪問診療所 ○ 〒285-0011 佐倉市山崎529-1 043-481-1710

佐倉市 曙ユーカリが丘クリニック ○ 〒285-0859 佐倉市南ユーカリが丘2-1　100 043-460-6666

佐倉市 ユーカリが丘コアラの杜BIOクリニック 〒285-0857 佐倉市宮ノ台6-4 ﾋﾞｵﾄﾋﾟｱﾌﾟﾗｻﾞ2階 043-460-6625

佐倉市 宍戸内科医院 〒285-0837 佐倉市王子台1－18－7 043-487-9551

佐倉市 宍戸内科医院 〒285-0837 佐倉市王子台1－18－7 043-487-9551

佐倉市 セントケア訪問看護ステーション佐倉 〒285-0819 佐倉市寺崎北4-7-6 043-486-1032

佐倉市 生活クラブ風の村訪問看護ステーションさくら 〒285-0011 佐倉市山崎529-1 043-484-2005

佐倉市 ユーカリが丘訪問看護ステーション 〒285-0859 佐倉市ユーカリが丘2-1　プレシオ南ユーカリが丘1階 043-460-3344

八街市 鈴木クリニック ○ 〒289-1115 八街市八街ほ265 043-442-7733

八街市 訪問看護ステーションスマイル 〒289-1113 八街市八街へ199-1875 043-444-4731

四街道市 潤生堂医院 ○ 〒284-0044 四街道市和良比254－20 043-432-2316

四街道市 四街道まごころクリニック 〒284-0043 四街道市めいわ3-16-8-1 043-309-8261

四街道市 まごころ訪問看護ステーション 〒284-0043 四街道市めいわ3-16-8-2 043-312-1423

四街道市 あさひ訪問看護ステーション 〒284-0044 四街道市和良比244-28 080-9824-0035

四街道市 コープみらい四街道訪問看護ステーション 〒284-0001 四街道市大日1793-15 043-304-9290

四街道市 訪問看護ステーションわらび 〒284-0045 四街道市美しが丘2-5-1-107 043-382-5220

成田市 成田赤十字病院 〒286-8523 成田市飯田町90－1 0476-22-2311

成田市 つかだファミリークリニック 〒286-0036 成田市加良部5－7－2 0476-26-4750

成田市 おうちde診察クリニック成田 〒286-0011 成田市玉造3-5-1 0476-37-6930

成田市 MED AGREE CLINIC なりた 〒286-0005 成田市下方685-1 0476-82-8112

成田市 訪問看護ステーション 成田の未来 〒286-0041 成田市飯田町124-59 0476-26-2262

成田市 成田赤十字訪問看護ステーション 〒286-8523 成田市飯田町90－1 0476-20-0380

印西市 コスモスの丘診療所 〒270-1331 印西市牧の原1-3　プレーゲ印西牧の原 内 0476-47-4476

印西市 フレンズ印西 〒270-1337 印西市草深2302－3 0476-48-1575
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香取市 坂本医院 〒287-0001 香取市佐原ロ2028－43 0478-52-3381

香取市 MED AGREE CLINIC　かとり 〒287-0017 香取市香取字宝殿下1219-8 0478-79-0888

匝瑳市 福島医院 〒289-2144 匝瑳市八日市場イ２０２－１ 0479-72-0175

匝瑳市 訪問看護ステーションつばきの里 〒289-2144 匝瑳市八日市場イ1304 0479-79-1101

山武市 高橋医院 〒289-1323 山武市富口538 0475-82-2450

山武市 睦岡クリニック 〒289-1223 山武市埴谷540－1 0475-80-8001

山武市 とうがね訪問看護ステーション 〒289-1327 山武市姫島270-1 0475-80-2101

山武市 さんむ医療センター訪問看護ステーション 〒289-1326 山武市成東167 0475-82-2521

東金市 岡崎医院 ○ 〒283-0804 東金市油井55－1 0475-52-3313

東金市 訪問看護ステーションれんげ草 〒283-0068 東金市東岩崎11-5　フォンテ東金102 0475-77-8111

東金市 ケアセンター24訪問看護ステーション 〒283-0005 東金市田間765-6 0475-50-0199

東金市 セントケア訪問看護ステーション東金 〒283-0067 東金市東上宿1-3-17 0475-52-1761

大網白里市 みんなのﾗｲﾌｻﾎﾟｰﾄｸﾘﾆｯｸ大網 〒299-3235 大網白里市駒込780-1 0475-71-1277

大網白里市 訪問看護ステーション杜の街 〒299-3255 大網白里市みどりが丘2-36-2 0475-70-1521

大網白里市 セントケア訪問看護ステーション大網 〒299-3251 大網白里市大網128-3 0475-70-2050

大網白里市 ﾘｱﾝ・ﾒﾃﾞｨ おおあみ訪問看護ステーション 〒299-3235 大網白里市駒込780-1 0475-77-7616

山武郡 高橋医院 〒283-0114 山武郡九十九里町真亀4331 0475-76-3101

富里市 訪問看護ステーションいちご 〒266-0221 富里市七栄743 0476-90-2770

印旛郡 訪問看護ステーションあえりの里 〒270-1516 印旛郡栄町安食2-1-18 後藤ビル2F　2号室 0476-85-5740
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茂原市 わだ内科クリニック 〒297-0078 茂原市高師台2-6-17 0475-20-3150

茂原市 粒良医院 〒297-0029 茂原市高師199-5 0475-25-8580

茂原市 ポプラクリニック 〒297-0029 茂原市高師1017 0475-23-3111

茂原市 金坂医院 〒297-0057 茂原市中善寺468 0475-22-4885

茂原市 鈴木医院 〒297-0026 茂原市茂原143 0475-22-2630

茂原市 茂原市長生郡医師会訪問看護ステーション 〒297-0024 茂原市八千代1-5-4 0475-26-0259

茂原市 いこい訪問看護ステーション茂原 〒297-0063 茂原市長谷994-2　フォーリーフB101号室 0475-25-6273

茂原市 茂原訪問看護ステーション 〒297-0035 茂原市下永吉796 0475-25-8661

いすみ市 ヤックス訪問看護ステーション大原 〒298-0001 いすみ市若山49 0470-60-8877

夷隅郡 川崎病院 〒298-0207 夷隅郡大多喜町泉水６７４ 0470-82-2008

長生郡 長生八積医院 〒299-4332 長生郡長生村金田２５８３ 0475-32-3282

長生郡 もといハッピークリニック 〒299-4326 長生郡長生村一松乙2005-47 0475-36-3537

南房総市 花の谷クリニック 〒295-0003 南房総市千倉町白子2446 0470-44-5303

南房総市 花の谷クリニック 〒295-0003 南房総市千倉町白子2446 0470-44-5303

君津市 君津在宅診療所 〒299-1162 君津市南子安5-10-31 0439-29-7347

君津市 君津在宅診療所 〒299-1162 君津市南子安5-10-31 0439-29-7347
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