
婦･地区名 医療機関名 〒 住所 TEL 分娩受入れ可能
小野寺産婦人科 260-0044 千葉市中央区松波2-12-10 043-251-7520 ○
医社）誠馨会千葉メディカルセンター 260-0842 千葉市中央区南町1-7-1 043-261-5111 ○
国立病院機構千葉医療センター 260-8606 千葉市中央区椿森4-1-2 043-251-5311 ○
千葉大学医学部附属病院 260-8670 千葉市中央区亥鼻1-8-1 043-226-2118 ○
千葉市立海浜病院 261-0012 千葉市美浜区磯辺3-31-1 043-277-7711 ○
Ｗクリニックフォーマザーズ幕張 262-0033 千葉市花見川区幕張本郷2-37-17 043-298-1100 ○
山王病院 263-0002 千葉市稲毛区山王町166-2 043-421-2221 ○
稲毛とらのこ産婦人科 263-0043 千葉市稲毛区小仲台2-3-15 043-285-1110 ○
たて産婦人科 264-0025 千葉市若葉区都賀3-6-18 043-231-0213 ○
都賀レディースクリニック 264-0026 千葉市若葉区西都賀1-7-6 043-255-2771 ○
みやけウィメンズクリニック 266-0032 千葉市緑区おゆみ野中央1-18-5 043-293-3500 ○
とけレディースクリニック 267-0066 千葉市緑区あすみが丘3-4-3 043-295-4103 ○
谷津保健病院 275-0026 習志野市谷津4-6-16 047-451-6000 ○
勝見産婦人科 276-0027 八千代市村上1113-1 村上団地1-51 047-486-8400 ○
前田産婦人科 276-0032 八千代市八千代台東1-6-17 047-484-1330 ○
東京女子医科大学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 ○
山口病院 273-0031 船橋市西船5-24-2 047-335-1072 ○
本田産婦人科クリニック 273-0105 鎌ヶ谷市鎌ヶ谷1-5-79 047-446-0733 ○
鎌ヶ谷バースクリニック 273-0121 鎌ヶ谷市初富929-9 047-446-1177 ○
北原産婦人科 274-0063 船橋市習志野台2-72-7 047-465-5501 ○
くらもちレディースクリニック 274-0816 船橋市芝山3-1-8 047-463-5903 ○
川嶋レディースクリニック 272-0111 市川市妙典5-7-9 047-701-0303 ○
えんぴつ公園マザーズクリニック 272-0143 市川市相之川3-1-14　 047-701-0171 ○
大高医院 272-0826 市川市真間3-10-8 047-322-2856 ○
東京歯科大学市川総合病院 272-8513 市川市菅野5-11-13 047-322-0151 ○
東京ベイ・浦安市川医療センター 279-0001 浦安市当代島3-4-32 047-351-3101 ○
おおしおウィメンズクリニック 279-0002 浦安市北栄1-5-23 047-354-5551 ○
順天堂大学医学部附属浦安病院 279-0021 浦安市富岡2-1-1 047-353-3111 ○
東葛病院 270-0153 流山市中102-1 04-7159-1011 ○
千葉愛友会記念病院 270-0161 流山市鰭ヶ崎1-1 04-7159-1611 ○
健正会　南流山レディスクリニック 270-0163 流山市南流山4-6-9 04-7158-5191 ○
オーククリニックフォーミズ病院 271-0072 松戸市竹ヶ花50-3 047-703-1112 ○
アイレディースクリニック 270-0235 野田市尾崎1464 04-7137-7661 ○
あびこクリニック 270-1166 我孫子市我孫子4-3-25 04-7184-0321 ○
巻石堂病院 277-0005 柏市柏3-10-28 04-7166-1131 ○
くぼのやウィメンズホスピタル 277-0023 柏市中央2-2-12 04-7164-2230 ○
四季ウィメンズクリニック 277-0862 柏市篠籠田1124－1 04-7147-1222 ○
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 ○
小張総合病院 278-8501 野田市横内29-1 04-7124-6666 ○
さんむ医療センター 260-0842 山武市成東167 0475-82-2521 ○
愛弘会みらいウィメンズクリニック 270-1335 印西市原4-2-2 0476-40-1200 ○
そうクリニック 284-0001 四街道市大日741-3 043-424-1103 ○
長岡産婦人科クリニック 285-0837 佐倉市王子台3-16-1 043-461-0303 ○
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 ○
松岸レディスクリニック 286-0048 成田市公津の杜3-43-1 0476-27-0303 ○
弓立産婦人科 286-0221 富里市七栄646 0476-93-8272 ○
成田赤十字病院 286-8523 成田市飯田町90-1 0476-22-2311 ○
島田総合病院 288-0053 銚子市東町5-3 0479-22-5401 ○
増田産婦人科 289-2144 匝瑳市八日市場イ2837 0479-73-1100 ○
千葉労災病院 290-0003 市原市辰巳台東2-16 0436-74-1111 ○
宗田マタニティクリニック 290-0024 市原市根田320-7 0436-24-4103 ○
五井レディースクリニック 290-0056 市原市五井2290 0436-22-3770 ○
作永産婦人科 297-0021 茂原市高師町1-5-5 0475-24-8822 ○
育生医院 297-0024 茂原市八千代2-12-14 0475-25-1251 ○
飯島マザ－ズクリニック 299-0111 市原市姉崎2223 0436-61-8827 ○
帝京大学ちば総合医療センター 299-0111 市原市姉崎3426-3 0436-62-1211 ○
有秋台医院 299-0125 市原市有秋台西1-7 0436-66-3838 ○
もりかわ医院 299-4616 いすみ市岬町長者177 0470-87-3347 ○
重城産婦人科小児科 292-0003 木更津市万石358 0438-41-3700 ○
加藤病院 292-0014 木更津市高柳2-12-31 0438-41-2276 ○
駒医院 292-0056 木更津市木更津3-2-28 0438-23-5311 ○
薬丸病院 292-0831 木更津市富士見2-7-1 0438-25-0381 ○
国保直営総合病院君津中央病院 292-8535 木更津市桜井1010 0438-36-1071 ○
ファミール産院たてやま 294-0045 館山市北条2186-1　 0470-24-1135 ○
亀田総合病院 296-8602 鴨川市東町929 04-7092-2211 ○

印旛･山武

東総

長生夷隅市原

安房･木更津

千葉県での帰省分娩断念妊婦の受入状況について
※2020年5月11日（月）までに回答のあった施設を掲載しております。

千葉
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松戸･流山

柏･野田･我孫子


