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施設名 住所 電話

聖隷佐倉市民病院
〒285-8765
佐倉市江原台2-36-2

043-486-1151

白井聖仁会病院
〒270-1426
白井市笹塚3-25-2

047-491-3111
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緩和ケア病棟を有する病院

地域がん診療連携拠点病院
日本医科大学千葉北総病院

〒276-1694 印西市鎌苅1715
電話 0476-99-1111（代表）

上記以外の病院でも、緩和ケアを提供している医療機関や、他の医療機関と連携しながら
提供している病院があるので、医師や看護師、がん相談支援センターに相談してください。



在宅療養支援診療所など

施設名 がん患者の対応 住所 電話

1 おうちde診察クリニック成田 対応可能 成田市玉造3-5-1 0476-37-6930

2 京増内科クリニック 対応可能 成田市花崎町842-3 0476-22-1717

3 宍戸内科医院 対応可能 佐倉市王子台1-18-7 043-487-9551

4 白銀クリニック 対応可能 佐倉市白銀3-3-2 043-481-0007

5 勝田訪問診療所 対応可能 佐倉市臼井田774-55 043-462-9558

6 さくら風の村訪問診療所 対応可能 佐倉市山崎529-1 043-481-1710

7 西志津おおば内科 場合によって対応可能 佐倉市西志津6-2-17 043-460-7770

8 工藤外科内科 対応可能 佐倉市ユーカリが丘2-2-4 043-461-0126

9 いとうクリニック 場合によって対応可能 佐倉市山王1-39-6 043-486-6656

10 和泉内科医院 場合によって対応可能 四街道市和良比181-33 043-432-8187

11 潤生堂医院 対応可能 四街道市和良比254-20 043-432-2316

12 四街道まごころクリニック 対応可能 四街道市めいわ3-16-8-1F 043-309-8261

13 ものいトータルクリニック 対応可能 四街道市もねの里2-35-1 043-422-0555

14 千葉新都市ラーバンクリニック 場合によって対応可能 印西市草深138 0476-40-7711

15 コスモスの丘診療所 対応可能 印西市牧の原1-3プレーゲ印西牧の原内 050-5318-8824

16 安孫子内科胃腸科クリニック 対応可能 印西市大森3417-2 0476-42-2649

17 千葉ニュータウンクリニック 場合によって対応可能 印西市内野1-5-1 0476-46-4744

18 伊藤診療所 対応可能 白井市復1450-23 047-492-0527

19 おがわ内科 場合によって対応可能 印旛郡栄町安食1-18-23 0476-80-2777

在宅療養支援診療所とは、在宅療養をされる方のために、その地域で主たる責任をもって
診療にあたる診療所のことで、地方厚生(支)局長に届出て認可される病院・医院の施設基
準のひとつです。
在宅療養支援診療所は、以下の項目を満たすこととなっております。
①患者様を直接担当する医師または看護師が、患者様およびそのご家族様と
24時間連絡を取れる体制を維持すること。

②患者様の求めに応じて24時間往診の可能な体制を維持すること。
担当医師の指示のもと、24時間訪問看護のできる看護師あるいは訪問看護ステーション
と連携する体制を維持すること。

③緊急時においては連携する保険医療機関において検査・入院時のベッドを確保し、その
際に円滑な情報提供がなされること。

④在宅療養について適切な診療記録管理がなされていること。
⑤地域の介護・福祉サービス事業所と連携していること。
⑥年に一回、在宅でお看取(みとり)した方の人数を地方厚生(支)局長に報告すること。

自宅で療養する方が医療サービスを受けるにあたり、医師や病院を探したり様々な事業者
と連絡を取り合ったりしなくてすむように、かかりつけ医として一元的に療養管理する責任を
負うのが在宅療養支援診療所の役割です。

（日本訪問診療機構HPより）



施設名 がん患者の対応 住所 電話

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

2 訪問看護ステーション成田の未来 対応可能 成田市飯田町124-59 0476-26-2262

3 成田訪問看護ステーション玲光苑 対応可能 成田市新町1037-63 0476-22-2566

4
つかだファミリークリニック
訪問看護ステーション

対応可能
成田市郷部292-1
クローバーホーム成田Ａ

0476-37-5588

5 ふじの花リハビリ訪問看護ステーション 対応可能 成田市並木町25-317クオーレB 0476-36-8096

6 厚生園訪問看護ステーション 対応可能 佐倉市野狐台町96 043-483-1931

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

8 セントケア訪問看護ステーション佐倉 対応可能 佐倉市寺崎北４丁目７-６ 043-486-1032

9 せいれい訪問看護ステーション佐倉 場合によって対応可能 佐倉市江原台2-36-2 043-486-0022

10 さくらリハビリ訪問看護ステーション 場合によって対応可能 佐倉市臼井田24-9 043-497-6952

11 クランベリー訪問看護ステーション・佐倉 対応可能 佐倉市西志津2-8-7 043-312-9135

12 みなもと訪問看護リハビリステーション 対応可能 佐倉市石川577-7 日清ビル202号室 043-312-9135

13 訪問看護ステーション サポートオール 対応可能 佐倉市臼井台1257 043-488-6651

14 まごころ訪問看護ステーション 対応可能 四街道市めいわ3-16-8-2 043-312-1423

15 あさひ訪問看護ステーション 対応可能 四街道市和良比244-28 080-9824-0035

16 だいそう訪問看護リハビリテーション印西 対応可能 印西市木下1678-1 海宝ビル101 0476-36-8467

17 北総白井訪問看護ステーション 対応可能 白井市根311-2 047-498-1088

18 訪問看護ステーションいちご 対応可能 休止中

訪問看護ステーション

訪問看護は、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、
利用者の心身機能の維持回復などを目的として、看護師などが疾患のある利用者の自宅
を訪問し、主治医の指示に基づいて療養上の世話や診療の補助を行います。
【訪問看護では、病状に応じて、次のようなサービスを受けることができます。】
・血圧、脈拍、体温などの測定、病状のチェックなど
・排泄、入浴の介助、清拭、洗髪など
・在宅酸素、カテーテルやドレーンチューブの管理、褥瘡の処理、リハビリテーション
など

・在宅での看取り
（厚生労働省HPより）



施設名 がん患者の対応 住所 電話

1 佐倉厚生園病院 場合によって対応可能 佐倉市鏑木町320 043-484-2161

2 佐倉中央病院 対応可能 佐倉市栄町20-4 043-486-1311

3 栗山中央病院 場合によって対応可能 四街道市栗山906-1 043-421-0007

4 北総白井病院 対応可能 白井市根325-2-1 047-492-1001

5 日吉台病院 場合によって対応可能 富里市日吉台1-6-2 0476-92-0001

《お問合せ》
日本医科大学千葉北総病院
がん相談支援センター
0476-99-2057（直通）

千葉県内にある在宅緩和ケアに対応できる在宅療養支援診療所、訪問看護ステーション等の施設の情報
を掲載しています。（平成３０年度実施「在宅緩和ケアに関する社会資源調査」に基づくデータ）

がん対応病院（200床未満）、在宅療養支援病院
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