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　日本医師会では、かかりつけ医を「なんでも相談できる上、最新の医療情報を熟知して、必要な時には専門医、専門医療機関を紹介
でき、身近で頼りになる地域医療、保健、福祉を担う総合的な能力を有する医師」と位置づけてきました。
 　本研修制度は、今後のさらなる少子高齢社会を見据え、地域住民から信頼される「かかりつけ医機能」のあるべき姿を評価し、そ
の能力を維持・向上するための新たな研修制度です。

地区 お名前 医療機関名 診療科目 医療機関住所 住所2 住所3 TEL

細川　武典 えりやま内科皮膚科医院 内・小 千葉市中央区 松波３－１９－８ 043-254-4114

中山　隆雅 中山内科クリニック 内・呼・消・循 千葉市若葉区 千城台北３－２１－１
ラパーク千城
台２Ｆ

043-236-5800

日比野　久美
子

眞清クリニック 眼 千葉市花見川区 横戸台１４－１ 043-259-5951

千葉市

奥山　恭子 さつきが丘医院 内 千葉市花見川区
さつきが丘１－３３－
２

043-257-6012

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

有田　正明 有田クリニック 外・内・呼・消 船橋市 東船橋３－３３－３
ストーンフィ
ールドビル１

047-425-8663

宮下　裕芳 宮下整形外科クリニック 整 船橋市 東船橋１－３３－１０ 047-424-9041

鵜澤　龍一 鵜澤医院 内 船橋市
西習志野 ４ー２３ー
３

047-464-6266

上野　真弓 小栗原クリニック 内・消・胃 船橋市 本中山３－８－１６ 047-333-5553

荒木　俊行
薬円台泌尿器科腎クリニ
ック

泌・内 船橋市 薬円台６－１－１ 薬園台駅ビル 047-496-3021

松岡　かおり いけだ病院 内・消内 船橋市 前原東１－６－４ 047-472-7171

船橋市

吉田　康太郎 吉田医院 内・消内・循内 船橋市 前原西６－１－２３ 047-472-2905
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石川　広己 かまがや診療所 小・内 鎌ヶ谷市 東中沢１－１５－６１ 047-446-3611

畑　　衛 畑医院 小 鎌ヶ谷市
道野辺中央５－１－７
４

047-443-4051鎌ケ谷市

重光　勇男 鎌ヶ谷整形外科・内科 整・内・リハ 鎌ケ谷市 南初富６－５－１４ 047-444-2236

大塚　智博 大塚医院
内・小・アレ・リウ
・呼内

市川市 八幡４ー９ー７ 047-334-4549

加藤　邦彦 内・リハ 市川市市川市

福田　美絵子 いざなぎクリニック 外・内・小・整 市川市 堀之内３－２３－１３ 047-372-3631

長門　義宣
ながと内科皮膚科クリニ
ック

内・消 松戸市 小金原４－９－１９ 047-309-7011

発地　美介 ほっち医院 内 松戸市 松戸 ２０４４ 047-362-2531松戸市

深山　泰永 矢切クリニック 内・整・消内 松戸市 栗山１２５－１
ほんでんビル
２Ｆ

047-394-8850

村川　壽 クリニック柏の葉 内・小 柏市 柏の葉３－１－３４ 04-7132-8881

柏市

村川　康子 クリニック柏の葉 耳・気 柏市 柏の葉３－１－３４ 04-7132-8881

善方　正一 関宿中央医院 内・小・皮 野田市 木間ヶ瀬２４２３－１ 04-7198-5108

善方　淑子 関宿中央医院 内 野田市 木間ヶ瀬２４２３－１ 04-7198-5108野田市

荒井　政光 あらい内科クリニック 内・アレ・呼内 野田市 野田１２２６ 04-7122-5723
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我孫子市 大城　充 我孫子東邦病院 外・消外 我孫子市 我孫子１８５１－１ 04-7182-8166

石毛　俊行 いしげ耳鼻咽喉科医院 耳 四街道市 四街道１５５１－２５ 043-423-0405

内山　明江 吉原医院 循・内・呼・消・小 成田市 宗吾２ー２７５ 0476-26-2477

伊東　聡行 牧の原いとうクリニック
内・小・神内・外・
脳

印西市 原４－１ 0476-47-5011

印旛市郡

佐藤　仁 佐倉順天堂医院 内・循内・糖 佐倉市 本町８１ 043-484-2341

坂本　文夫 坂本医院 内・胃 香取市 佐原ロ２０２８－４３ 0478-52-3381

堀　順一 ほり医院 内・胃・外 香取郡東庄町 新宿１０５４ 0478-86-5315

小林　聡 日新外科胃腸科医院 外 香取市 北３－１３－１０ 0478-54-5977

榊原　雅博 榊原医院 内・外 香取市 佐原イ　７５０ 0478-52-2820

香取郡市

香取　理絵 香取医院
内・小・皮・他・消
内

香取市 津宮１２９５－１ 0478-50-5511

守　正英 守医院 外・整 匝瑳市 椿１２６８ 0479-73-5511

小川　雅博 小川内科 内 匝瑳市 八日市場イ２７８３ 0479-73-2658

江波戸　久元 城之内医院 小・皮 匝瑳市 東小笹８６ 0479-72-4511

旭匝瑳

江畑　稔樹 江畑医院 内・小 旭市 蛇園２５３２－３ 0479-55-3110
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飯倉　基正 飯倉医院 外・内・消 旭市 新町 ３３３ 0479-63-1515

旭匝瑳

増田　健太郎 増田産婦人科 産婦 匝瑳市 八日市場イ２８３７ 0479-73-1100

山武郡市 花城　実 花城医院 内・消 山武市 松尾町大堤１３６－３ 0479-86-2233

茂原市長生
郡

長島　通 長島医院
胃・内・外・肛・リ
ハ

長生郡一宮町 一宮２５５１－６ 0475-42-8800

夷隅市 川上　新仁郎 川上医院 内・胃・外 勝浦市 興津１４７ 0470-76-0301

伊藤　孝子 伊藤胃腸科クリニック 外・内・胃・肛 鴨川市 横渚６９７ 04-7092-2231

中島　桂子 貴家医院 内 館山市 北条１７７８ 0470-22-3323

鈴木　正義 鈴木内科クリニック 内・消・小 館山市 館山８０９－２ 0470-22-8880

安房

田中　かつら 七浦診療所 内・神内 南房総市 千倉町大川６３８ 0470-40-3330

君津木更津 山田　暁
国保直営総合病院 君津
中央病院

内 木更津市 桜井１０１０ 0438-36-1071

泉水　昇 五井中央診療所 内 市原市
五井中央東１－１０－
１９

0436-23-3737

市原市

山形　敏之 永野病院 外・消 市原市 馬立８０２－２ 0436-95-3524

国立 狩野　俊和
国立国際医療研究センタ
ー国府台病院

リウ・膠原病 市川市 国府台1-7-1 047-372-3501




