三重県
（平成29年度）実施一覧表
実施機関名

所在地

電話番号

山浦小児科内科

三重県桑名市馬道３－７５０－５

0594-22-0073

加藤産婦人科

三重県桑名市末広町７

0594-23-1101

森医院

三重県桑名市成徳町１６２５－１２

0594-24-0876

ナナワ整形外科

三重県桑名市大仲新田３２７－２９

0594-31-0700

カトウ医院

三重県桑名市桑栄町２ 桑栄メイトビル１Ｆ

0594-22-5595

安永内科ペインクリニック

三重県桑名市安永１－８２５

0594-25-3131

玉井医院

三重県桑名市三ツ矢橋３６－３

0594-27-7500

辻クリニック

三重県桑名市明正通２－４６４

0594-27-6111

たかしま医院

三重県桑名市西別所９９６

0594-23-8811

小坂医院

三重県桑名市長島町押付５２５－６

0594-42-0014

多度駅前伊藤内科クリニック

三重県桑名市多度町小山２４０４

0594-48-3338

なかむら小児科内科

三重県桑名市長島町出口２４８

0594-41-0377

しばはらメンタルクリニック

三重県桑名市福島７４８ ＡＡビル３Ｆ

0594-27-1000

メディカルオフィス・くわな

三重県桑名市陽だまりの丘７－１５１０

0594-33-1616

佐藤内科

三重県桑名市福島新町２６

0594-27-5137

むねゆき内科クリニック

三重県桑名市赤尾２０３２－１

0594-31-3100

えば内科・循環器内科

三重県桑名市大福寺跡４３７－１

0594-27-5011

医療法人誠会山崎病院

三重県桑名市大字江場１３６５

0594-22-0983

医療法人桑名病院

三重県桑名市京橋町３０番地

0594-22-0460

坂井橋クリニック

三重県桑名市大字星川１０１１－１

0594-31-4553

医療法人尚徳会ヨナハ総合病院

三重県桑名市和泉８－２６４－３

0594-23-2415

医療法人財団青木会青木記念病院

三重県桑名市中央町５－７

0594-22-1711

医療法人中村内科

三重県桑名市新屋敷１４６－２

0594-21-6288

落合内科

三重県桑名市大字西方１５８３番地の１

0594-23-6622

永田内科医院

三重県桑名市大字西別所１２００－３１２

0594-23-0855

医療法人近藤整形外科

三重県桑名市矢田４０８－１

0594-23-1818

青木内科

三重県桑名市新西方２－８２

0594-22-1111

医療法人社団桑久会 久瀬クリニック

三重県桑名市東方字打上田２３２

0594-22-0800

いとう医院

三重県桑名市中山町４０

0594-31-2022

ウエルネス医療クリニック

三重県桑名市新西方３－２１８

0594-24-6914

慶友整形外科

三重県桑名市増田５９９－１

0594-23-8800

古田医院

三重県桑名市大仲新田屋敷３２７－２

0594-31-8555

もりえい病院

三重県桑名市内堀２８－１

0594-23-0452

ひがし胃腸科外科

三重県桑名市藤が丘９－１０９

0594-24-8777

医療法人宮口内科循環器科

三重県桑名市星見ケ丘９－１０２１

0594-32-1222

医療法人社団佐藤病院長島中央病院

三重県桑名市長島町福吉２７１

0594-45-0555

山室内科

三重県桑名市多度町小山１８７５

0594-48-2100

森山クリニック

三重県桑名市長島町松ケ島西島２１

0594-42-4080

さとう糖尿病・訪問診療クリニック

三重県桑名市大央町２１－１５

0594-23-3547

医療法人たけうちレディースケアクリニック

三重県桑名市寿町２－２２

0594-27-0022

伊藤内科クリニック

三重県桑名市赤尾１３４４－３

0594-31-4080

大石内科クリニック

三重県桑名市神成町２－５７

0594-27-2777

桑名市総合医療センター 桑名南医療センター

三重県桑名市中央町１丁目３２番地１

0594-22-0650

みえ医療福祉生活協同組合 伊賀町診療所

三重県桑名市伊賀町５５番地の２

0594-22-5761

桑名クリニック

三重県桑名市長島町横満蔵５７３番地

0594-45-8111

桑名東医療センター

三重県桑名市寿町三丁目１１番地

0594-22-1211

すずき胃腸肛門クリニック

三重県桑名市大字江場９２０番地

0594-87-5222

産婦人科 ゆずり葉

三重県桑名市大字和泉２４８番地１

0594-21-1019

三重県1

実施機関名

所在地

電話番号

田中クリニック

三重県桑名市青葉町一丁目１３番地

0594-27-7800

大桑クリニック

三重県桑名市多度町柚井字境川１３２番地

0594-48-5311

伊藤医院

三重県桑名郡木曽岬町西対海地２５８－１

0567-68-3380

もりえい病院附属湾岸さくらクリニック

三重県桑名郡木曽岬町大字和富１０－１７

0567-68-7230

財団法人三重県産業衛生協会

三重県桑名市中央町３－２３ 桑名シティホテル内

0594-22-1010

田中外科胃腸科

三重県いなべ市員弁町東一色８４３－１

0594-74-4661

岡本医院

三重県いなべ市大安町大井田

0594-77-0138

川崎医院

三重県いなべ市大安町石榑東１０７６

0594-78-0037

萩原クリニック

三重県いなべ市大安町門前笠間５８３－２

0594-77-0154

羽場内科クリニック

三重県いなべ市北勢町阿下喜１８８１－１

0594-72-6119

林医院

三重県いなべ市北勢町阿下喜１０５４

0594-72-2288

小笠原内科

三重県いなべ市員弁町大泉新田５５－１

0594-84-2233

みなみ整形外科

三重県いなべ市大安町石榑下字野間２２５－２

0594-88-0688

中井医院

三重県いなべ市藤原町日内３７５－１

0594-46-8855

大安病院

三重県いなべ市大安町梅戸７３２－２

0594-77-0311

斉藤医院

三重県いなべ市北勢町阿下喜２０６２番地の１

0594-72-2013

いなべ総合病院

三重県いなべ市北勢町阿下喜７７１

0594-72-2000

日下病院

三重県いなべ市北勢町阿下喜６８０

0594-72-2511

医療法人杉山医院

三重県いなべ市藤原町志礼石新田９６

0594-46-2012

医療法人桑春会桑原医院

三重県いなべ市北勢町中山９－１

0594-72-3163

医療法人わたなべ整形外科

三重県いなべ市員弁町大泉新田５

0594-84-1700

横村医院

三重県員弁郡東員町六把野新田花之池２９４－２

0594-76-3330

岩花内科

三重県員弁郡東員町六把野新田１２１－２

0594-76-7500

やまだ胃腸科内科

三重県員弁郡東員町中上２７８－１

0594-76-0706

いなべ整形外科クリニック

三重県員弁郡東員町山田白草３０７６－１

0594-86-0555

きひら内科消化器科

三重県員弁郡東員町山田字西畑１７６１

0594-82-7001

いなべ糖尿病・内分泌内科

三重県員弁郡東員町八幡新田字前供１３９番１

0594-86-1525

医療法人野尻内科

三重県員弁郡東員町城山１－２３－１

0594-76-5005

医療法人ネオポリス診療所

三重県員弁郡東員町笹尾東２－５－５

0594-76-6262

鈴木医院

三重県四日市市笹川１－１２５

059-321-6314

水谷医院

三重県四日市市山城町１１０７－２

059-337-1131

小林産婦人科医院

三重県四日市市川島町６６６３－２

059-322-1131

森クリニック

三重県四日市市萱生町５８１

059-337-0858

村田医院

三重県四日市市下之宮町１５０－１

059-363-3788

片岡整形外科

三重県四日市市西日野町１５９４－１

059-322-6066

矢田クリニック

三重県四日市市山田町２８３９

059-328-2680

東海内科クリニック

三重県四日市市浮橋２－１９－７

059-322-6511

ときわ胃腸科

三重県四日市市ときわ５－１－１９

059-355-5600

いとう整形外科クリニック

三重県四日市市垂坂町五反田１６２－１

059-333-5511

こめだ腎・泌尿器科

三重県四日市市下さざらい町８４３

059-365-5133

古田医院

三重県四日市市西阿倉川１２０３

059-331-3918

川口内科

三重県四日市市川原町８－１４

059-331-0725

山中内科小児科

三重県四日市市松原町８－１１

059-365-6151

玉垣医院

三重県四日市市河原田町２３５５－１

059-346-5472

広田クリニック

三重県四日市市東坂部町長坂１３９１

059-330-4600

越山クリニック

三重県四日市市城山町１－１１

059-330-5555

棟方内科

三重県四日市市沖の島町３－３

059-352-3772

羽津内科クリニック

三重県四日市市大宮西町１０－６

059-331-2626

やまもり内科クリニック

三重県四日市市采女町名倉１７９８－１５

059-349-1166

品川医院

三重県四日市市川島町７３９０

059-321-0411

さかい内科クリニック

三重県四日市市富田一色町３０－５９

059-361-5001

三重県2

実施機関名

所在地

電話番号

斉藤クリニック

三重県四日市市茂福７４１

059-363-0611

やまもと胃腸科内科

三重県四日市市日永西１－４５４５

059-320-0011

内科・消化器科つかもとクリニック

三重県四日市市三重１－６

059-332-7911

寺嶋内科小児科

三重県四日市市小林町３００８

059-321-3027

小野医院

三重県四日市市川原町３４－７

059-331-3322

太田医院

三重県四日市市松寺１－７－１４

059-365-0067

石川記念いとうクリニック

三重県四日市市桜町１２７

059-326-1134

いいだクリニック

三重県四日市市西阿倉川３０４－１

059-330-7070

なべしま消化器内科クリニック

三重県四日市市堀木２－７－１８

059-359-0321

椙山内科小児科医院

三重県四日市市栄町５－１２

059-351-1500

四日市整形外科

三重県四日市市新正４－３－１９

059-354-3322

まきた内科クリニック

三重県四日市市貝家町２６６－２

059-320-1001

重盛医院・乳腺クリニック

三重県四日市市笹川６－２９－２

059-321-2350

長谷川脳神経外科クリニック

三重県四日市市羽津中２－２－６

059-330-0330

青山循環器内科クリニック

三重県四日市市西伊倉町３－２

059-351-0810

いくわ林クリニック

三重県四日市市生桑町２９５－１

059-329-5677

田中医院

三重県四日市市浜田町１２－２５－１

059-356-5600

杉浦医院

三重県四日市市楠町南五味塚１２４６－２

059-397-2076

四日市羽津医療センター

三重県四日市市羽津山町１０－８

059-331-1211

富田浜病院

三重県四日市市富田浜町２６－１４

059-365-0023

二宮病院

三重県四日市市中部８－１５

059-351-2466

山中胃腸科病院

三重県四日市市小古曽３－５－３３

059-345-0511

主体会病院

三重県四日市市城北町８－１

059-354-1771

小山田記念温泉病院

三重県四日市市山田町５５３８－１

059-328-1260

石田胃腸科病院

三重県四日市市朝日町１－１５

059-353-3313

あがたクリニック

三重県四日市市下海老町高松１６３－１

059-326-6333

来田整形外科

三重県四日市市日永１－７－１９

059-346-2558

塚本医院

三重県四日市市栄町９－６

059-352-3282

山本整形外科

三重県四日市市生桑町５８４－４

059-333-0220

三原クリニック

三重県四日市市日永西３－１－２１

059-347-1611

中村内科循環器科クリニック

三重県四日市市泊山崎町３－２２

059-345-0906

貝沼内科

三重県四日市市泊山崎町１０－１

059-347-1188

四日市インタークリニック

三重県四日市市高角町７３４－１

059-326-6666

山脇胃腸科内科

三重県四日市市小杉新町７０

059-332-8155

小林内科胃腸科

三重県四日市市富田１－９－３

059-364-0006

前田医院

三重県四日市市富田２－１１－２

059-365-0278

中嶋循環器科内科

三重県四日市市幸町６－９

059-352-2211

立石内科医院

三重県四日市市新浜町２０－５

059-331-0739

安井医院

三重県四日市市北浜町７－８

059-353-3181

加藤医院

三重県四日市市高角町２７３２－１

059-326-8771

山田内科外科

三重県四日市市桜町５５４－３

059-326-2066

石川内科医院

三重県四日市市天カ須賀５－１－１０－３

059-364-2711

慈芳産婦人科

三重県四日市市ときわ４－４－１７

059-353-0508

小野外科内科

三重県四日市市智積町６３３３

059-326-1151

佐藤クリニック

三重県四日市市中納屋町４－１

059-353-9261

よしみね内科胃腸科

三重県四日市市東坂部町８６－１

059-331-6121

みやこクリニック

三重県四日市市千代田町３０７－１

059-363-4666

さくらクリニック

三重県四日市市桜町１２７８－２

059-326-8000

川平内科

三重県四日市市西富田町３２２－１

059-363-4976

田中内科クリニック

三重県四日市市東日野町３５１－１

059-321-3336

西浦クリニック

三重県四日市市西浦１－２－８

059-355-5656

三重県3

実施機関名

所在地

電話番号

ふじい内科クリニック

三重県四日市市川島町６５０７－２

059-321-0080

大岩小児科医院

三重県四日市市采女が丘３－３０－１

059-347-1718

柳田内科胃腸科

三重県四日市市笹川３－５０

059-321-0201

みたき総合病院

三重県四日市市生桑町菰池４５８－１

059-330-6000

西村内科小児科

三重県四日市市中部１２－５

059-352-3604

渡辺医院

三重県四日市市富州原町１６－１６

059-365-0658

高見台クリニック

三重県四日市市高見台１－２２－１

059-339-1118

森医院

三重県四日市市羽津町１５－２６

059-331-3845

位田内科循環器科

三重県四日市市馳出町３－６－３

059-348-1800

三滝クリニック

三重県四日市市智積町６０６２

059-327-0777

たけしま胃腸科内科

三重県四日市市野田２－９－１２

059-332-5100

重盛外科内科

三重県四日市市小古曽１－３－３５

059-345-0028

笹川内科胃腸科クリニック

三重県四日市市波木町坂向３０５

059-322-9538

飯田医院

三重県四日市市富田浜元町１－１６

059-365-0001

あこず内科循環器科クリニック

三重県四日市市赤水町１２７４－３

059-327-1515

村上ファミリークリニック

三重県四日市市山分町２４２－３

059-361-2300

伊藤クリニック

三重県四日市市下之宮町３２９－１

059-364-1877

南浜田クリニック

三重県四日市市南浜田町３－１５

059-353-8860

四日市健診クリニック

三重県四日市市生桑町４５０－３

059-330-7722

しもの診療所

三重県四日市市西大鐘町東谷１６１０

059-336-3600

ひがし胃腸科内科クリニック

三重県四日市市川島町５９６９－７

059-320-2110

真鈴川整形外科

三重県四日市市楠町南五味塚１６０－４

059-397-2401

はまゆうクリニック

三重県四日市市楠町北五味塚１４４８－１

059-397-6868

寺島クリニック

三重県四日市市楠町小倉４１７－５

059-398-3000

中嶋内科

三重県四日市市桜台１－３１－３

059-326-7272

いとう内科消化器科

三重県四日市市中川原２－３－８

059-350-7775

うえのクリニック

三重県四日市市天カ須賀４－６－８

059-361-7755

竹尾内科クリニック

三重県四日市市生桑町１６４２－９１

059-332-6789

ささがわ通り心・身クリニック

三重県四日市市日永西３－５－３７

059-348-7070

正和クリニック

三重県四日市市小古曽町曽根２７１７－１

059-349-0100

四日市腎クリニック

三重県四日市市生桑町２９１－１

059-333-8080

いくわ診療所

三重県四日市市生桑町１４５５

059-333-6471

いしが在宅ケアクリニック

三重県四日市市山城町７７０－２

059-336-2404

ひなが胃腸内科・乳腺外科

三重県四日市市日永１－１３－２６

059-349-1811

すが内科

三重県四日市市菅原町８２８

059-325-2255

すえながばしクリニック

三重県四日市市清水町１－１２

059-333-6662

村山医院

三重県四日市市松本５－３－８

059-352-3791

四日市徳洲会病院

三重県四日市市久保田２－１－２

059-355-2980

畑田医院

三重県三重郡菰野町菰野１７１０－２

059-393-1874

ばんの小児科

三重県三重郡菰野町菰野２２６８－５

059-393-3000

藤牧循環器内科

三重県三重郡菰野町菰野２３０４

059-393-2007

位田医院

三重県三重郡菰野町下村１３６９

059-393-3831

服部内科

三重県三重郡菰野町潤田４１１６

059-394-7000

榊原医院

三重県三重郡菰野町大羽根園青葉町１７－１４

059-394-1555

小畑整形外科

三重県三重郡川越町豊田４３２

059-365-0765

吉田内科クリニック

三重県三重郡川越町豊田１５７

059-361-6788

しばた内科循環器科

三重県三重郡菰野町竹成２６５７－５

059-399-2225

おおた内科循環器科

三重県三重郡菰野町田口新田字北沢２９０９－５

059-399-2212

ザ・クリニック

三重県三重郡朝日町柿元田７７６－１

059-376-2030

あさひクリニック

三重県三重郡朝日町向陽台２－１６－２

059-376-6667

寺本医院

三重県三重郡朝日町小向９６６－１

059-377-4161

三重県4

実施機関名

所在地

電話番号

川越町国民健康保険川越診療所

三重県三重郡川越町豊田一色３１４

059-365-0776

菰野厚生病院

三重県三重郡菰野町福村７５

059-393-1212

諸岡医院

三重県三重郡菰野町田光４４６５－２

059-396-0061

川越伊藤医院

三重県三重郡川越町豊田２９９－１

059-364-4103

田中外科

三重県三重郡朝日町縄生５４４－１

059-377-2256

あそクリニック

三重県三重郡菰野町潤田２１５０－３

059-394-5577

内田クリニック

三重県三重郡菰野町小島１１５７

059-399-2800

四日市消化器病センター

三重県三重郡菰野町宿野神明田４３２

059-393-2300

中尾医院

三重県鈴鹿市三宅町２１１５

059-372-0043

笠間医院

三重県鈴鹿市十宮４－６－３

059-382-0669

中谷医院

三重県鈴鹿市道伯３－２１－１３

059-379-2220

坂本外科胃腸科医院

三重県鈴鹿市神戸１－５－１

059-382-0462

前田医院

三重県鈴鹿市下大久保町２６６９－１

059-374-1200

湯浅整形外科

三重県鈴鹿市神戸１－２－１８

059-383-1338

新田外科内科

三重県鈴鹿市磯山３－１３－２０

059-386-0137

西城外科内科

三重県鈴鹿市長太旭町４－２３－２３

059-385-5511

知念外科内科

三重県鈴鹿市稲生町７９９１－９１

059-387-5611

道伯町林医院

三重県鈴鹿市阿古曽町２６－１８

059-379-3868

中野整形外科

三重県鈴鹿市神戸３－５－１１

059-382-6110

村瀬クリニック

三重県鈴鹿市稲生塩屋３－３－２３

059-388-3700

留奥内科

三重県鈴鹿市南江島町２３－１

059-387-0070

服部医院

三重県鈴鹿市岸岡町３３８５－１

059-388-1682

松本クリニック

三重県鈴鹿市南若松町２４５

059-388-4000

永井外科内科

三重県鈴鹿市神戸８－２７－３５

059-382-0576

黒田クリニック

三重県鈴鹿市平田東町１３－２６

059-375-2600

竹島医院

三重県鈴鹿市神戸２－２１－１５

059-381-1500

サンクリニック太陽の街

三重県鈴鹿市中瀬古町２０３－７

059-372-0212

中沢内科

三重県鈴鹿市長太旭町３－６－３３

059-385-0337

さわ内科胃腸科クリニック

三重県鈴鹿市寺家４－１８－１７

059-368-0003

まつだクリニック

三重県鈴鹿市大池１－２－６

059-378-0456

すずきメディカルクリニック

三重県鈴鹿市平野町７７４３－１

059-367-0100

ますずがわ神経内科クリニック

三重県鈴鹿市飯野寺家町８１７－３

059-369-0001

ひらぬま内科クリニック

三重県鈴鹿市柳町１６５７－１

059-381-3535

いちかわ内科クリニック

三重県鈴鹿市秋永町７６３－１

059-380-0810

ハートフルクリニック北井内科

三重県鈴鹿市安塚町１６５１－３

059-381-0600

小西内科クリニック

三重県鈴鹿市中箕田町１１２４－６

059-395-0007

しもむら内科

三重県鈴鹿市住吉２－１７－７

059-375-6111

ひらいファミリークリニック

三重県鈴鹿市庄野東３丁目１－３０

059-375-2266

みその内科クリニック

三重県鈴鹿市御園町５３２８－１

059-372-8778

くまざわクリニック

三重県鈴鹿市東庄内町３８８２

059-371-6990

きのしたクリニック

三重県鈴鹿市東旭が丘二丁目１７番８号

059-380-0777

加藤内科

三重県鈴鹿市算所２－１４－１２

059-370-5234

玉田内科循環器内科

三重県鈴鹿市西条一丁目１７－１５

059-381-0011

水口内科クリニック

三重県鈴鹿市北江島町１５－２１

059-387-0851

しまむら外科内科

三重県鈴鹿市野村町１６５－１

059-380-1600

別府内科クリニック

三重県鈴鹿市東磯山３丁目１９番２５号

059-386-1117

おの内科クリニック

三重県鈴鹿市江島町１８７番地

059-380-2211

浜口整形外科

三重県鈴鹿市白子３丁目１４－５

059-386-6211

かわぐち脳神経クリニック

三重県鈴鹿市桜島町６丁目２０－５

059-384-5111

三重県厚生農業協同組合連合会鈴鹿中央総合病院

三重県鈴鹿市安塚町字山之花１２７５－５３

059-382-1311

医療法人博仁会村瀬病院

三重県鈴鹿市神戸３－１２－１０

059-382-0330

三重県5

実施機関名

所在地

電話番号

医療法人社団義人会高木病院

三重県鈴鹿市高岡町５５０

059-382-1385

鈴鹿回生病院

三重県鈴鹿市国府町字保子里１１２－１

059-375-1212

医療法人愛心会イタニ・クリニック

三重県鈴鹿市白子駅前３５－３

059-386-0605

医療法人誠仁会塩川病院

三重県鈴鹿市平田１－３－７

059-378-1417

医療法人平井医院

三重県鈴鹿市算所５－３－３

059-378-1054

社団仁愛会樋口胃腸科・内科クリニック

三重県鈴鹿市白子町５９

0593-86-2012

医療法人冨田内科

三重県鈴鹿市白子駅前１２－２５

0593-86-7768

医療法人重幹会川村外科内科

三重県鈴鹿市加佐登２－２０－１

059-379-3900

医療法人岸本内科

三重県鈴鹿市南玉垣町４９４４－５

059-383-5515

医療法人鈴皎会中村医院

三重県鈴鹿市稲生４－１５－３５

059-386-6911

医療法人萩原内科胃腸科

三重県鈴鹿市神戸１－１１－２

059-383-0011

医療法人あかね小児科クリニック

三重県鈴鹿市西条４－４８ 西条ビル１Ｆ

059-383-7666

医療法人松尾会松尾内科クリニック

三重県鈴鹿市平田新町２－２

059-378-8600

医療法人羽山クリニック

三重県鈴鹿市庄野羽山２－６－３

059-378-3113

医療法人花木内科クリニック

三重県鈴鹿市高塚町２１３－２８

059-370-6663

医療法人山本胃腸科

三重県鈴鹿市岸岡町１６－７

059-387-2090

医療法人坂倉ペインクリニック

三重県鈴鹿市白子本町９－２８

059-386-0007

医療法人小寺内科循環器科

三重県鈴鹿市西条町９１０－１

059-382-2633

嶋内科

三重県鈴鹿市柳町６３７

059-382-1504

医療法人尾池整形外科

三重県鈴鹿市中江島町１４－１８

059-388-3115

医療法人宮崎産婦人科

三重県鈴鹿市平田２－１－８

059-378-8811

医療法人慈久会旭ガ丘ファミリークリニック

三重県鈴鹿市東旭が丘３－２－１０

059-386-1222

松岡ハートクリニック

三重県鈴鹿市若松北２－３－１

059-385-1056

医療法人正秀会八木医院

三重県鈴鹿市東玉垣町２４８３－１

059-383-1661

医療法人医秀会鈴鹿玉田医院

三重県鈴鹿市地子町字金生水８１４－３３

059-382-8877

医療法人誠仁会椿診療所

三重県鈴鹿市山本町字中辻７４７－１１

059-371-3511

市場内科医院

三重県鈴鹿市長太栄町３－１６－２３

059-385-5313

医療法人おかべ泌尿器科皮フ科

三重県鈴鹿市南江島町１０－２７

059-386-7886

医療法人こどもの城すずかこどもクリニック

三重県鈴鹿市秋永町６５２－１

059-380-1800

医療法人ほうしょう会朝川クリニック

三重県鈴鹿市石薬師町２０８９－１０

059-374-5500

医療法人コラソン家田クリニック

三重県鈴鹿市南江島町５－８

059-338-8778

医療法人浦田内科クリニック

三重県鈴鹿市国府町１５２０－６

059-378-7008

医療法人嘉芳会あなざわクリニック

三重県鈴鹿市野町東２－４－１

059-380-2600

医療法人しまむらクリニック

三重県鈴鹿市白子４丁目１６番２号

059-386-6161

医療法人明幸会長瀬内科

三重県鈴鹿市白子町７０－１

059-386-5121

医療法人裕心会上田内科クリニック

三重県鈴鹿市長澤町１１６７－１

059-371-6000

医療法人おざき内科クリニック

三重県鈴鹿市岡田３－２０－２８

059-370-5119

医療法人徳徳会ひろせ胃腸科外科

三重県鈴鹿市飯野寺家町２３５－４

059-383-3993

医療法人博将会山下内科外科

三重県鈴鹿市桜島町４－３－５

059-382-5007

医療法人白鳳会白鳳クリニック

三重県鈴鹿市庄野町２５５０

059-378-2311

鈴鹿腎クリニック

三重県鈴鹿市安塚町８８０

059-381-0880

医療法人せと整形外科

三重県鈴鹿市道伯町２０６５－５

059-375-0225

医療法人 浦川内科クリニック

三重県鈴鹿市神戸八丁目８番２０号

059-382-6611

沖中内科循環器科

三重県鈴鹿市桜島町二丁目１番地２

059-381-2727

医療法人 鈴鹿クリニック

三重県鈴鹿市伊船町２２２９－８

059-371-6800

中京サテライトクリニック 三重支部

三重県鈴鹿市庄野町字久保８６６番地

0593-73-4875

独立行政法人国立病院機構鈴鹿病院

三重県鈴鹿市加佐登３－２－１

059-378-1321

亀山医院

三重県亀山市本町３－１０－５

0595-82-0015

谷口内科

三重県亀山市みどり町２６－１

0595-82-8710

あのだクリニック

三重県亀山市阿野田町１６７５－２

0595-83-1181

高橋内科クリニック

三重県亀山市栄町１４８８－３１４

0595-84-3377

三重県6

実施機関名

所在地

電話番号

せきクリニック

三重県亀山市関町新所１１２５

0595-96-2220

田中内科医院

三重県亀山市天神２－３－６

0595-82-0755

ハッピー胃腸クリニック

三重県亀山市本町２－９－３３

0595-82-0017

みえ呼吸嚥下リハビリクリニック

三重県亀山市アイリス町１４－７

0595-84-3536

豊田クリニック

三重県亀山市南野町４－１５

0595-82-1431

医療法人社団伊東医院

三重県亀山市野村３－１９－３１

0595-82-0405

医療法人宮池会宮村産婦人科

三重県亀山市本町３－８－７

0595-82-5151

医療法人服部クリニック

三重県亀山市亀田町３８０－４

0595-83-2121

のぼのクリニック

三重県亀山市野褒野町７９番地２２

0595-85-3636

かつき内科

三重県亀山市東町１丁目２番１９号２

0595-84-5858

坂倉内科医院

三重県津市幸町４－６

059-226-7770

増井内科

三重県津市長岡町８００－５０１

059-226-8555

津坂内科眼科医院

三重県津市藤方１５３５－２

059-226-2483

胃腸科内科カトウ内科

三重県津市新町３－５－１７

059-226-0118

井ノ口胃腸科外科

三重県津市一身田三ノ坪２０８－１

059-231-1500

藤田産婦人科

三重県津市南中央２－２

059-227-7288

北村内科循環器科

三重県津市白塚町３１－１２３

059-232-2866

森田内科クリニック

三重県津市雲出本郷町１３７０－１

059-234-3100

山崎循環器内科

三重県津市渋見町５７７－５

059-229-6300

いとう内科胃腸科

三重県津市丸之内１７－１４

059-223-1122

奥田医院

三重県津市半田１４８１－２

059-225-6488

ひおきクリニック

三重県津市高茶屋小森町２５９６－１

059-235-0886

やまぐちクリニック

三重県津市垂水２７９７－１

059-224-7777

さいとう内科

三重県津市新東町塔世２３

059-223-0313

中森内科

三重県津市観音寺町７９９－７ ＴＴＣビル２階

059-229-5725

渡部クリニック

三重県津市乙部５－３

059-246-6771

イタミ内科・整形外科

三重県津市本町８－１６

059-225-1980

草川医院

三重県津市大里窪田町１７３５－１

059-232-2210

前川内科

三重県津市垂水南浦１４２５

059-221-3700

ベタニヤ内科・神経内科クリニック

三重県津市豊が丘５丁目４７－７

059-230-7373

河村クリニック

三重県津市津興四ツ辻２９１１－２

059-221-6711

ふじおかクリニック

三重県津市雲出本郷町荒木１９１８

059-238-2222

おおうち内科

三重県津市羽所町３４５ 第一ビル２Ｆ

059-246-5511

中屋医院

三重県津市半田平木２０２－５

059-229-7227

たかはし内科

三重県津市西丸之内３８－１１

059-221-1000

まつおか整形外科

三重県津市幸町１２－１０

059-221-2200

大橋クリニック

三重県津市桜橋３－６１－４

059-246-1000

あのつクリニック

三重県津市一身田上津部田１８１７番地

059-233-6700

荒木医院

三重県津市安濃町安濃１３６６

059-268-2351

まきのクリニック

三重県津市美里町足坂１６５－２

059-279-5111

ますだこどもクリニック

三重県津市河芸町東千里２５９－１

059-244-2515

駒田医院

三重県津市芸濃町林１９０－２

059-265-2016

寺西胃腸科内科クリニック

三重県津市野田字浜垣内３６－１０

059-239-1777

丸岡医院

三重県津市片田志袋町４８３

059-237-0013

つおき高橋クリニック

三重県津市三重町津興４３３－８７

059-246-7771

伊勢谷医院

三重県津市安濃町大字川西５１－５

059-268-2023

みえ消化器内科

三重県津市観音寺町７９９－７ ＴＴＣ医療グループビル内

059-213-1001

ゆうあいクリニック

三重県津市雲出本郷町１３１－８３

059-234-3344

やまかみ内科クリニック

三重県津市河芸町中別保３１４－１

059-245-0024

大西内科ハートクリニック

三重県津市半田３４３１－５

059-225-2597

おくだ内科クリニック

三重県津市上浜町５丁目５７番

059-221-3000

三重県7

実施機関名

所在地

電話番号

たにクリニック

三重県津市河辺町３５４７－１

059-213-5005

寺田医院

三重県津市野田７７８－１

059-237-3378

かわいクリニック

三重県津市河芸町浜田６８８－１

059-245-5900

津在宅ケア診療所

三重県津市大谷町２５５番地オフィス金子１階１Ｆ号室

059-224-1661

たなか内科

三重県津市観音寺町４４６番地７７

059-224-7711

医療法人同心会遠山病院

三重県津市南新町１７－２２

059-227-6171

医療法人永井病院

三重県津市西丸之内２９－２９

059-228-5181

特別医療法人暲純会武内病院

三重県津市北丸ノ内８２

059-226-1111

みえ医療福祉生活協同組合 高茶屋診療所

三重県津市高茶屋５－１１－４８

059-234-5384

津生協病院

三重県津市船頭町１７２１

059-225-2848

医療法人社団壽康会吉田クリニック

三重県津市栗真中山町下沢７９－５

059-232-3001

みえ医療福祉生活協同組合 白塚診療所

三重県津市白塚町３５６８－４

059-232-0749

医療法人思源会岩崎病院

三重県津市一身田町３３３

059-232-2216

医療法人 三宅医院

三重県津市大門１９－１７

059-225-1020

医療法人熱田小児科クリニック

三重県津市大倉１１－１５

059-225-7100

医療法人久藤内科

三重県津市中央２－１１

059-228-2646

加藤医院

三重県津市藤方１５９０－１

059-221-5001

医療法人三井整形外科

三重県津市雲出本郷町１４００－１

059-234-3838

医療法人西山産婦人科

三重県津市栗真中山町２０２

059-232-0123

医療法人川浪内科

三重県津市八町２－１５－９

059-223-3211

津生協病院附属診療所

三重県津市船頭町３４５３

059-225-7536

医療法人碧会フェニックス健診クリニック

三重県津市乙部５－３

059-227-5585

医療法人高野尾クリニック

三重県津市高野尾町１８９０－７６

059-230-3738

世古口消化器内科なぎさまち診療所

三重県津市海岸町４番１０号

059-226-3030

社会福祉法人洗心福祉会高茶屋クリニック

三重県津市高茶屋小森上野町７３３

059-235-5300

医療法人むらしま整形外科

三重県津市野田３３－３

059-237-0838

医療法人金丸産婦人科

三重県津市観音寺町７９９－７ ＴＴＣビル１Ｆ

059-229-5722

医療法人二神クリニック

三重県津市高野尾町４９５６－２７

059-230-2221

医療法人赤塚クリニック

三重県津市芸濃町椋本８９０－１

059-265-2511

医療法人緑の風千里クリニック

三重県津市河芸町東千里６－１

059-245-6111

医療法人安濃中央クリニック

三重県津市安濃町川西３３２

059-268-4141

医療法人大樹会明合クリニック

三重県津市安濃町田端上野９７０－４１

059-268-1111

若葉病院

三重県津市南中央２８－１３

059-227-0207

医療法人白塚いけだクリニック

三重県津市白塚町２０８０－１

059-236-6006

ゆり形成内科整形

三重県津市柳山津興３３０６

059-221-0500

医療法人整形外科たかしクリニック

三重県津市一身田上津部田１８１７

059-233-6800

医療法人坂の上クリニック

三重県津市藤方１５４－１

059-238-5566

医療法人藤田内科

三重県津市乙部１６－２

059-225-9955

医療法人社団雄飛会大門病院

三重県津市大門１－３

059-226-5525

新町整形外科診療所

三重県津市大園町４－２９

059-222-5111

なかせ内科胃腸科

三重県津市一身田上津部田４７６番地１

059-233-6611

山の手内科クリニック

三重県津市一身田上津部田３０８６－３

059-213-1024

津ファミリークリニック

三重県津市押加部町１６番地４６号

059-273-5000

独立行政法人国立病院機構三重病院

三重県津市大里窪田町３５７

059-232-2531

財団法人近畿健康管理センター三重事業部

三重県津市あのつ台４丁目１－３

059-253-7426

タカオカクリニック

三重県津市河辺町３０１２－８

059-253-3131

公益財団法人三重県健康管理事業センター

三重県津市観音寺町字東浦４４６－３０

059-228-4502

田中内科

三重県津市久居新町８６７－２

059-256-0700

塩崎内科クリニック

三重県津市久居新町１１２４－１

059-255-2280

荒岡内科

三重県津市久居野村町８７２－２

059-255-5730

ほらやま内科

三重県津市久居元町２３２７－５

059-256-7070

三重県8

実施機関名

所在地

電話番号

大北内科

三重県津市久居東鷹跡町８２－１０

059-255-2077

天野医院

三重県津市久居西鷹跡町４７５－３

059-259-2001

タナハシ医院

三重県津市久居本町１３８８

059-255-2417

こやま内科消化器科

三重県津市久居新町３００６ ポルタひさい２Ｆ

059-254-0001

美杉診療所

三重県津市美杉町八知５５７８

059-272-0310

日高クリニック

三重県津市一志町田尻３０－１０

059-293-6260

山本クリニック

三重県津市白山町川口４９－１

059-262-5175

いのもと医院

三重県津市白山町南家城８８９－５

059-262-3175

英クリニック

三重県津市久居明神町２０９０－１

059-259-0808

コスモスクリニック

三重県津市一志町小山鳥居ノ本１４３４－２

059-295-0005

刀根クリニック

三重県津市香良洲町１８７５－１

059-292-7007

小渕医院

三重県津市一志町高野２５４番地１

059-293-5111

小林医院 多気診療所

三重県津市美杉町上多気１０３１

059-275-0211

特別医療法人暲純会榊原温泉病院

三重県津市榊原町１０３３－４

059-252-1111

藤田保健衛生大学七栗記念病院

三重県津市大鳥町４２４－１

059-252-1555

医療法人社団奥田医院

三重県津市久居東鷹跡町２６１－３

059-255-5264

医療法人井上内科病院

三重県津市久居井戸山町７５９

059-256-6665

医療法人白山内科

三重県津市久居明神町２６００

059-255-1200

医療法人凰林会榊原白鳳病院

三重県津市榊原町５６３０

059-252-2300

メディカルコミュニティズ津田クリニック

三重県津市久居新町３００６ ポルタひさい２・３Ｆ

059-259-1212

上野内科

三重県津市庄田町２０９０

059-254-0300

医療法人ＭＳＭＣみどりクリニック

三重県津市久居野村町字権田３１４－１３

059-254-3636

三重県立一志病院

三重県津市白山町南家城６１６

059-262-0600

医療法人高岡医院

三重県津市一志町田尻６０３

059-293-2255

医療法人大樹会はくさんクリニック

三重県津市白山町二本木１１３９－５

059-264-1234

津市国民健康保険竹原診療所

三重県津市美杉町竹原２７７７

059-262-3076

中浜胃腸科・外科

三重県津市久居元町１８７０番地７

059-256-6856

まつしまクリニック

三重県津市久居小野辺町字東花領下１７６３番５

059-255-8600

洗心福祉会美杉クリニック

三重県津市美杉町下之川５２９９番１

059-276-7010

津市家庭医療クリニック

三重県津市美杉町奥津９２９

059-274-0066

山本内科

三重県松阪市久保町１３０２－３

0598-29-5577

中島医院

三重県松阪市猟師町高須７２－１

0598-51-9200

近藤クリニック

三重県松阪市船江町５３２

0598-21-1022

松阪厚生病院

三重県松阪市久保町１９２７－２

0598-29-1311

よしざわ内科消化器科

三重県松阪市井村町４７８－１

0598-26-7373

金児内科

三重県松阪市垣鼻町１４６５－６

0598-29-5500

ふなだ外科内科クリニック

三重県松阪市上川町２２７９－１

0598-28-6600

中村内科循環器科

三重県松阪市射和町３０７－１

0598-29-7272

こにし内科

三重県松阪市伊勢寺町２９２７－１

0598-58-0866

おおたクリニック

三重県松阪市下村町９９３

0598-29-1213

森田内科

三重県松阪市岡本町２５４－２

0598-22-1511

大谷医院

三重県松阪市川井町２７１１

0598-22-1110

岩田内科

三重県松阪市大津町６２４－１

0598-50-3030

横山内科クリニック

三重県松阪市西之庄町７８－２

0598-22-0011

大井循環器科内科

三重県松阪市湊町１９８

0598-25-1300

多田クリニック

三重県松阪市嬉野中川町１１１０－４

0598-42-2381

武藤外科胃腸科

三重県松阪市嬉野小村町５２２－２

0598-42-2366

うれしの太田クリニック

三重県松阪市嬉野算所町５１５－１

0598-42-8088

杉岡内科クリニック

三重県松阪市曽原町１１３４－１

0598-56-9560

森本医院

三重県松阪市飯高町富永１０８

0598-45-0016

上田内科循環器科

三重県松阪市上川町４３２２－１

0598-60-2111
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実施機関名

所在地
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宮村医院

三重県松阪市小阿坂町２９９－１

0598-58-2301

西井一浩クリニック

三重県松阪市高町１９２－５

0598-52-2410

まんのう整形外科

三重県松阪市松崎浦町９６－１

0598-51-1775

中川医院

三重県松阪市豊原町２９５－１７

0598-61-2080

なかむら内科クリニック

三重県松阪市鎌田町１９５番地１８

0598-50-2888

小林医院

三重県松阪市丹生寺町１２７－４０

0598-58-1296

よしむら医院

三重県松阪市大黒田町４３１

0598-21-0005

垂見内科クリニック

三重県松阪市小津町２７４

0598-56-5501

あらおと整形クリニック

三重県松阪市久保田町字南沖５－７

0598-25-5000

山中胃腸科クリニック

三重県松阪市田村町４４６－２

0598-30-6101

かいばな内科クリニック

三重県松阪市垣鼻町１７６１－２３

0598-25-1024

いおうじ応急クリニック

三重県松阪市久保町１９２５

0598-31-3480

薬王堂医院

三重県松阪市嬉野薬王寺町７８６

0598-42-1515

南勢病院

三重県松阪市山室町２２７５

0598-29-1721

恩賜財団済生会松阪総合病院健診センター「あさひ」

三重県松阪市朝日町１区１５－６

0598-51-2626

松阪中央総合病院健康管理施設エポック

三重県松阪市川井町字小望１０２

0598-21-8248

桜木記念病院

三重県松阪市南町４４３－４

0598-21-5522

堀江クリニック

三重県松阪市鎌田町２３４－１

0598-51-5311

医療法人社団中田会中田整形外科

三重県松阪市小黒田町４９０－３

0598-23-8008

医療法人社団林内科

三重県松阪市春日町２－８－１

0598-21-4005

医療法人平岡内科循環器科

三重県松阪市南町２００－１６

0598-21-3514

医療法人社団大西内科

三重県松阪市駅部田町２３２

0598-23-4060

医療法人増山医院

三重県松阪市魚町１６９３

0598-23-5941

医療法人大成会こむら内科

三重県松阪市船江町５２４－１

0598-26-3846

医療法人小林内科胃腸科

三重県松阪市本町２１９５－１

0598-21-1763

医療法人矢津内科

三重県松阪市大黒田町８２１－４

0598-26-1511

医療法人社団中村クリニック

三重県松阪市大黒田町９７１

0598-23-8800

医療法人東山内科

三重県松阪市五月町１３８６－５

0598-26-7711

医療法人藤井整形外科胃腸科

三重県松阪市大河内町７７７

0598-36-0346

医療法人松徳会松本クリニック

三重県松阪市駅部田町１６１９－４５

0598-26-3555

医療法人たるみ内科胃腸科

三重県松阪市新町９４６－１

0598-21-0259

公益社団法人松阪地区医師会保健医療センター

三重県松阪市白粉町３６３

0598-23-7535

医療法人清隆会小西皮ふ科

三重県松阪市南町２３８－１

0598-26-0600

医療法人社団浜田内科胃腸科

三重県松阪市久保町４８７－１

0598-22-0007

医療法人社団坂内医院

三重県松阪市笹川町１３５６

0598-36-0800

医療法人大久保クリニック

三重県松阪市宝塚町１５０９－５

0598-22-0220

医療法人テイ水会河合内科クリニック

三重県松阪市豊原町１１４４－２

0598-28-6622

医療法人志村医院

三重県松阪市垣鼻町５６１

0598-21-5533

医療法人彰三会じぬしクリニック

三重県松阪市大黒田町北出２５１

0598-23-5101

医療法人とみやま外科内科医院

三重県松阪市中万町１４２４

0598-60-0700

医療法人いかみクリニック

三重県松阪市鎌田町６５１－２２

0598-53-3983

医療法人エムアンドエム会野呂医院

三重県松阪市小片野町３０２

0598-34-0054

医療法人松徳会花の丘病院

三重県松阪市山室町７０７－３

0598-29-8700

医療法人隅本整形外科

三重県松阪市駅部田町１７２０－１

0598-23-1030

医療法人妙光会安田小児科内科

三重県松阪市上川町２１９４－３

0598-28-8828

医療法人おかの医院

三重県松阪市嬉野中川新町１－６

0598-42-7211

医療法人小坂クリニック

三重県松阪市嬉野中川新町２－２３

0598-48-0777

医療法人昭仁会青木医院

三重県松阪市飯南町横野３５３－２

0598-32-2002

森診療所

三重県松阪市飯高町森１４１０

0598-45-0023

宮前診療所

三重県松阪市飯高町宮前１１０４

0598-46-0003

医療法人恵生会嬉野医院

三重県松阪市嬉野町１４２５－３

0598-42-2258
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医療法人石田クリニック

三重県松阪市大口町１５４－１

0598-53-1177

医療法人胃医巴会宇野胃腸科内科医院

三重県松阪市市場庄町１１０５－３

0598-56-6001

中村脳外科クリニック

三重県松阪市駅部田町７５２－１

0598-25-1080

みやむらクリニック

三重県松阪市目田町３２７番地５

0598-61-2220

まとかた大西クリニック

三重県松阪市東黒部町８３５

0598-59-0311

医療法人西井医院

三重県松阪市曽原町８１１－１

0598-56-2250

藤井医院

三重県多気郡多気町相可１５３－１

0598-38-2025

東医院

三重県多気郡多気町相可１０４４

0598-38-2009

藤田整形外科

三重県多気郡多気町相可字中尾１６８７－２

0598-38-7777

櫛谷内科クリニック

三重県多気郡明和町金剛坂８１６－６６

0596-53-1100

こまだ神経内科

三重県多気郡明和町金剛坂８１６－９

0596-53-0001

山田整形外科・明星診療所

三重県多気郡明和町明星１７４９－１

0596-52-5200

梅田クリニック

三重県多気郡明和町斎宮北野３７２６－２

0596-53-0700

三重県厚生農業協同組合連合会大台厚生病院

三重県多気郡大台町上三瀬６６３番地２

0598-82-1313

医療法人社団西口医院

三重県多気郡明和町前野４１５－８

0596-55-2207

医療法人大徹会北島医院

三重県多気郡明和町大字竹川３５３

0596-52-5005

医療法人雅会津田医院

三重県多気郡多気町西池上寺尻１２９７－１

0598-38-4300

医療法人こやまクリニック

三重県多気郡大台町佐原宮前４５７－２０

0598-82-2600

医療法人社団仁心会高橋内科

三重県多気郡大台町栃原１２４２－１１

0598-85-0039

社会福祉法人恩賜財団済生会明和病院

三重県多気郡明和町大字上野４３５

0596-52-0131

医療法人樹玲会上瀬クリニック

三重県多気郡大台町新田４７２－４

0598-85-0106

もりた内科医院

三重県多気郡明和町大淀字寺前２４４４－１

0596-55-3988

医療法人積木整形外科

三重県多気郡大台町栃原１０９８－４

0598-84-6868

大台町報徳診療所

三重県多気郡大台町江馬１２７番地

0598-76-1133

松阪市健診センター

三重県松阪市殿町１５５０

0598-23-7563

畠中医院

三重県伊勢市大湊町８６２

0596-36-4572

積木内科小児科

三重県伊勢市岡本３－６－７

0596-28-3738

松村ヒフ科医院

三重県伊勢市吹上１－３－２７

0596-28-2612

濵口医院

三重県伊勢市神社港２６３

0596-36-4671

河北内科

三重県伊勢市小木町７４６－１

0596-36-3141

藤原外科

三重県伊勢市常磐１－１５－１０

0596-23-1258

岩田医院

三重県伊勢市二俣１－４－１６

0596-28-5356

山添整形外科

三重県伊勢市岡本２－１－４０

0596-23-1212

亀谷内科胃腸科

三重県伊勢市岩渕１－１３－３

0596-22-1105

宅間内科

三重県伊勢市船江３－６－１８

0596-22-0808

鈴木小児科クリニック

三重県伊勢市岩渕２－８－３８

0596-27-2611

橋上内科皮フ泌尿器科医院

三重県伊勢市岩渕２－２－３

0596-28-3402

西山医院

三重県伊勢市宇治浦田２－４－７４

0596-22-3376

宮村医院

三重県伊勢市河崎１－４－３０

0596-28-4747

寺田外科医院

三重県伊勢市一志町３－１３

0596-23-1561

藤井整形外科クリニック

三重県伊勢市楠部町乙１３９－２

0596-26-2001

いせはまごう くらた内科

三重県伊勢市黒瀬町６９０－２

0596-21-5252

小野循環器科・内科

三重県伊勢市御薗町長屋２１８１

0596-21-0660

東山胃腸科内科

三重県伊勢市小俣町元町１１５９－２

0596-22-4309

でぐち内科クリニック

三重県伊勢市二見町荘２１４１

0596-44-1711

二見浦内科・アレルギー科・皮フ科・小児科

三重県伊勢市二見町茶屋１４７

0596-42-1122

はまぐち内科クリニック

三重県伊勢市上地町４２１０－３

0596-20-9888

西山クリニック

三重県伊勢市一之木２－１１－１８

0596-21-2480

村松有滝診療所

三重県伊勢市村松町３２９４－１５

0596-38-1212

かとうクリニック

三重県伊勢市一之木４－５－３６

0596-63-5111

いど胃腸科クリニック

三重県伊勢市一志町６－７

0596-28-3357
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やまぐちレディースクリニック

三重県伊勢市小俣町本町３３２１

0596-21-3001

ながや内科クリニック

三重県伊勢市船江３丁目３－９

0596-27-3000

清水内科

三重県伊勢市神田久志本町１６４８番地

0596-22-0100

冨川医院

三重県伊勢市小俣町元町５２０

0596-22-2626

佐々木クリニック

三重県伊勢市勢田町４３１

0596-21-1112

和気ペインクリニック

三重県伊勢市岩渕２－２－１８

0596-21-1380

市立伊勢総合病院

三重県伊勢市楠部町３０３８

0596-23-5111

医療法人大西クリニック

三重県伊勢市宮後３－５－２

0596-28-5570

医療法人社団さかえ会石橋外科内科

三重県伊勢市河崎２－１７－１１

0596-28-5902

医療法人社団髙見内科

三重県伊勢市岡本１－４－２８

0596-28-3931

由井医院

三重県伊勢市岩渕２－７－１２

0596-27-1187

医療法人角前胃腸科医院

三重県伊勢市藤里町６９８－１５

0596-23-5211

医療法人菊川産婦人科

三重県伊勢市一之木５－１５－５

0596-23-1515

医療法人社団久保内科診療所

三重県伊勢市一之木３－５－１３

0596-28-8718

医療法人蘭会堀胃腸科医院

三重県伊勢市河崎１－１２－１

0596-28-7556

医療法人田中病院

三重県伊勢市曽祢１－７－２１

0596-25-3111

医療法人鷲見内科

三重県伊勢市宮後１－８－４

0596-28-2953

医療法人海野内科

三重県伊勢市浦口２－２－１３

0596-23-1211

医療法人森本内科・循環器科

三重県伊勢市河崎１－１２－２

0596-28-0101

医療法人德田内科德田ファミリークリニック

三重県伊勢市倭町１３２

0596-28-8425

医療法人堤内科クリニック

三重県伊勢市西豊浜町８７

0596-37-5030

医療法人 東谷医院

三重県伊勢市神久５－７－５６

0596-22-1181

医療法人 松葉内科

三重県伊勢市本町５－１３

0596-28-7802

医療法人和泉会小林胃腸科内科

三重県伊勢市馬瀬町１００７

0596-36-6500

医療法人宮池会伊勢志摩レディスクリニック

三重県伊勢市黒瀬町６７１－２０

0596-21-0800

医療法人河口外科

三重県伊勢市神田久志本町１５３９－６

0596-23-2288

医療法人あんず会松本医院

三重県伊勢市神社港２０－１３

0596-36-4693

医療法人和親会本橋産婦人科

三重県伊勢市一之木１－８－７

0596-23-4103

まつもとクリニック

三重県伊勢市黒瀬町１２１５

0596-20-6911

医療法人倉田医院

三重県伊勢市常磐２－６－２０

0596-28-7555

医療法人全心会伊勢慶友病院

三重県伊勢市常磐２－７－２８

0596-22-1155

うにた医院

三重県伊勢市宮町１－７－１８

0596-25-0161

医療法人玉石産婦人科

三重県伊勢市御薗町長屋２０４９

0596-22-5656

医療法人ハートクリニック福井

三重県伊勢市御薗町長屋１９９７－１

0596-26-2111

医療法人荒木内科循環器科

三重県伊勢市西豊浜町５４４４

0596-38-0555

医療法人社団愛敬会山崎外科内科

三重県伊勢市楠部町乙７７

0596-22-2218

医療法人社団山本医院

三重県伊勢市二見町溝口４０１－１

0596-44-2323

医療法人寺村内科クリニック

三重県伊勢市中之町７２－１

0596-20-3100

おざき内科クリニック

三重県伊勢市御薗町高向６８６－２７

0596-20-0155

いせ在宅医療クリニック

三重県伊勢市御薗町高向９２７

0596-20-8104

医療法人山本内科クリニック

三重県伊勢市津村町７９２－１

0596-39-7717

寺田クリニック

三重県伊勢市小木町２６０番地１

0596-31-2000

木村クリニック

三重県伊勢市船江１丁目２番３８号

0596-21-0002

伊勢民主診療所

三重県伊勢市浦口４丁目２－１３

0596-24-7156

松田内科

三重県伊勢市桜木町８５－１３１

0596-23-3131

森本医院

三重県度会郡度会町棚橋４６８－１

0596-62-0140

小島医院

三重県度会郡南伊勢町村山１１１８－６

0596-76-2000

越智ファミリークリニック

三重県度会郡度会町大野木２８０９－１

0596-62-2255

大野医院

三重県度会郡大紀町大内山７３０－４

0598-72-2012

七保診療所

三重県度会郡大紀町打見１１６－５

0598-83-2016

関岡クリニック

三重県度会郡南伊勢町五ケ所浦４１３３

0599-67-0070
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神戸クリニック

三重県度会郡玉城町佐田５００－１

0596-58-8499

小関ひろしクリニック

三重県度会郡大紀町錦９１５－４５

0598-75-1000

たまき玉川クリニック

三重県度会郡玉城町玉川２８６－１

0596-58-1525

玉城町国民健康保険玉城病院

三重県度会郡玉城町佐田８８１

0596-58-3039

町立南伊勢病院

三重県度会郡南伊勢町五ケ所浦２９６９

0599-66-0011

宿田曽診療所

三重県度会郡南伊勢町田曽浦３８１３

0599-69-2015

医療法人白奉会中嶋医院

三重県度会郡玉城町蚊野２１４８－８

0596-58-7067

医療法人社団久瀬医院

三重県度会郡玉城町佐田１７５０

0596-58-3120

あゆみ診療所

三重県度会郡大紀町滝原８７３

0598-86-3111

吉田医院

三重県鳥羽市高丘町６－４３

0599-26-3531

中村医院

三重県鳥羽市答志町１１３８－１

0599-37-2808

鳥羽市立神島診療所

三重県鳥羽市神島町８５－２

0599-38-2033

鳥羽市立桃取診療所

三重県鳥羽市桃取町２１９

0599-37-3051

鳥羽市立長岡診療所

三重県鳥羽市相差町１０２８－１

0599-33-6006

鳥羽市立鏡浦診療所

三重県鳥羽市浦村町１３７３－４

0599-32-5270

鳥羽市立鏡浦診療所石鏡分室

三重県鳥羽市石鏡町３４１－６

0599-32-5263

鳥羽市立菅島診療所

三重県鳥羽市菅島町４６

0599-34-2149

鳥羽市立坂手診療所

三重県鳥羽市坂手町１７８

0599-26-3746

医療法人社団香陽会山崎整形外科

三重県鳥羽市鳥羽５－７－１

0599-26-4131

医療法人弘仁会近藤内科

三重県鳥羽市安楽島町１３２５－１５

0599-26-3045

医療法人童心会はね小児科医院

三重県鳥羽市大明西町３－２０

0599-25-1515

医療法人菊栄会中村クリニック

三重県鳥羽市鳥羽４－１３－７

0599-21-0707

赤坂クリニック

三重県鳥羽市大明東町２０９０番地３０５

0599-21-0001

鳥羽市立鏡浦診療所今浦分室

三重県鳥羽市浦村町２４４番地４

0599-32-1025

小林内科クリニック

鳥羽市大明西町１－１鳥羽ショッピングプラザハロー２階

0599-25-0020

中村医院

三重県志摩市阿児町安乗４３５－３

0599-47-3037

服部内科

三重県志摩市阿児町鵜方３１２６－１５

0599-43-1033

和気医院

三重県志摩市大王町波切３１３８－３

0599-72-0053

おかむね医院

三重県志摩市磯部町恵利原１５３０

0599-55-3333

谷奥医院

三重県志摩市阿児町甲賀２３９０

05994-5-2201

いしがみ医院

三重県志摩市磯部町迫間３６１

0599-56-0022

林クリニック

三重県志摩市阿児町鵜方４８３６

0599-46-1100

あがわ医院

三重県志摩市大王町波切１２１０

0599-72-2663

別當クリニック

三重県志摩市浜島町南張７－１

0599-53-1235

谷岡医院

三重県志摩市磯部町的矢６４２

0599-57-2223

山本クリニック

三重県志摩市志摩町片田３０３３－５

0599-84-0777

尾崎内科

三重県志摩市阿児町神明２８９－１

0599-44-3275

おかむらクリニック

志摩市阿児町鵜方３０１６－２４ 三重ファミリービル２Ｆ

0599-44-2828

池田ファミリークリニック

三重県志摩市阿児町鵜方７４８－５

0599-43-0010

鍋島医院

三重県志摩市志摩町和具１９６０－１

0599-85-0007

三重県立志摩病院

三重県志摩市阿児町鵜方１２５７

0599-43-0501

国民健康保険志摩市民病院

三重県志摩市大王町波切１９４１－１

0599-72-5555

志摩市立国民健康保険浜島診療所

三重県志摩市浜島町浜島３２６１－１

0599-53-0101

医療法人社団医心会齋木内科

三重県志摩市阿児町鵜方１２０６－４

0599-43-2491

医療法人社団近藤医院

三重県志摩市阿児町鵜方４０２９

0599-43-0007

医療法人社団中瀬外科胃腸科

三重県志摩市阿児町鵜方３０３６－３

0599-43-4327

医療法人日比クリニック

三重県志摩市磯部町迫間４８－１

0599-55-0218

西岡記念セントラルクリニック

三重県志摩市磯部町迫間３７５

0599-55-0008

医療法人松医会松井医院

三重県志摩市志摩町布施田３９２

0599-85-0047

医療法人井上医院

三重県志摩市志摩町越賀１６９１－６

0599-85-0276

医療法人豊和会豊和病院

三重県志摩市阿児町鵜方２５５５－９

0599-43-1511

三重県13

実施機関名

所在地
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志摩市立 前島診療所

三重県志摩市志摩町和具１０６６

0599-84-1001

わき内科クリニック

三重県志摩市阿児町甲賀字鹿谷４１２８番地１

0599-45-8011

長谷川内科

三重県尾鷲市中川１８－９

0597-22-8080

きば内科クリニック

三重県尾鷲市上野町５－３９

0597-22-3535

長野内科小児科

三重県尾鷲市大滝町１０－９

0597-22-8501

澤田医院

三重県尾鷲市朝日町１２－４

0597-22-0062

はしづめクリニック

三重県尾鷲市三木里町２９４－３

0597-28-8000

三木浦診療所

三重県尾鷲市三木浦町３３５－２

0597-28-2316

九鬼脳神経クリニック

三重県尾鷲市九鬼町１０８０－１

0597-29-2037

青木クリニック

三重県尾鷲市中央町４－３

0597-25-3000

西井外科胃腸科

三重県尾鷲市中央町１０－２４

0597-22-3773

医療法人西村整形外科

三重県尾鷲市朝日町１１－１７

0597-23-3210

みえ医療福祉生協 生協おわせ診療所

三重県尾鷲市小川東町３０番１５号

0597-22-0400

尾辻医院

三重県北牟婁郡紀北町東長島３２４－１３

0597-47-0722

加藤内科

三重県北牟婁郡紀北町相賀４８０－１３６

0597-32-1666

垣内胃腸科内科医院

三重県北牟婁郡紀北町東長島２００－２１

0597-47-4800

海山レディースクリニック

三重県北牟婁郡紀北町相賀４８９－５

0597-33-0888

医療法人野口内科胃腸科医院

三重県北牟婁郡紀北町引本浦８８３番地の４

0597-32-2266

医療法人充仁会上里診療所

三重県北牟婁郡紀北町上里３５０番地１

0597-33-1100

木ノ内医院

三重県北牟婁郡紀北町島原２９７２番地３

0597-47-4346

三浦診療所

三重県北牟婁郡紀北町三浦２０５番地１

0597-49-3303

かとう小児科

三重県北牟婁郡紀北町東長島５９２

0597-47-3341

医療法人海山会 世古口クリニック

三重県北牟婁郡紀北町相賀１９４１－４

0597-32-1188

紀州ヘルスクリニック

三重県尾鷲市中井町２－１３

0597-23-8585

島崎整形外科医院

三重県熊野市有馬町１２３３－１

0597-89-3739

原田医院

三重県熊野市木本町１２３

05978-8-0035

尾辻内科クリニック

三重県熊野市井戸町９０３－７

0597-85-2021

大石医院

三重県熊野市井戸町６１５

0597-85-2043

大石産婦人科医院

三重県熊野市有馬町２０１

0597-89-1717

内科婦人科 和田医院

三重県熊野市井戸町４９８６

0597-85-3668

熊野市立育生へき地出張診療所

三重県熊野市育生町長井３６２－２

0597-82-1135

医療法人紀南会熊野病院

三重県熊野市久生屋町８６８

0597-89-2711

熊野市立神川へき地診療所

三重県熊野市神川町神上８６９

0597-82-0232

熊野市立荒坂診療所

三重県熊野市二木島町３４９

0597-87-0626

熊野市立五郷診療所

三重県熊野市五郷町寺谷１０６５－４

0597-83-0356

医療法人社団小山医院

三重県熊野市有馬町２８５－１

0597-89-2701

医療法人協立内科外科医院

三重県熊野市井戸町字井土３７８

05978-9-5035

医療法人井本医院

三重県熊野市新鹿町６６９－１

0597-86-0016

医療法人優医会あすか診療所

三重県熊野市飛鳥町小阪９１５－６

0597-84-0562

熊野市立紀和診療所

三重県熊野市紀和町板屋８１

05979-7-0710

谷口クリニック

三重県南牟婁郡御浜町阿田和６０６６

05979-2-4333

寺本クリニック

三重県南牟婁郡紀宝町鵜殿７７８－１

0735-32-0005

まつうらクリニック

三重県南牟婁郡御浜町大字下市木４６４９ー２８

05979-3-0150

とみむろクリニック

三重県南牟婁郡紀宝町成川４４－１

0735-28-1030

西久保内科クリニック

三重県南牟婁郡御浜町阿田和５１８９－１

05979-3-1155

紀南病院 健診センター

三重県南牟婁郡御浜町阿田和４７５０

05979-2-1333

尾呂志診療所

三重県南牟婁郡御浜町上野７０－１

05979-4-1014

紀宝町立相野谷診療所

三重県南牟婁郡紀宝町井内１２３－１９

0735-34-0011

医療法人須崎医院

三重県南牟婁郡御浜町志原１９１６－１

05979-2-0005

西田整形外科医院

三重県伊賀市三田９１１－３

0595-23-4556

広瀬医院

三重県伊賀市上野恵美須町１６３８

0595-21-1383

三重県14

実施機関名
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大西医院

三重県伊賀市上野桑町１５２１番地

0595-21-0219

佐々木内科

三重県伊賀市緑ケ丘本町１６２９－１

0595-21-3100

ひらい小児科クリニック

三重県伊賀市西明寺２７８５－８

0595-21-3101

伊藤医院

三重県伊賀市上野魚町２８８６

0595-24-4700

猪木内科医院

三重県伊賀市小田町２０６－３

0595-21-8288

宮本医院

三重県伊賀市猪田１６０５

0595-21-4719

ゆめが丘クリニック

三重県伊賀市ゆめが丘４－２－２

0595-26-0100

滝井医院

三重県伊賀市上野玄蕃町１９７

0595-23-1111

竹澤医院

三重県伊賀市島ケ原５８７９

0595-59-2019

あずま診療所

三重県伊賀市畑村１８９７－３

0595-46-9977

嶋地医院

三重県伊賀市沖５０

0595-37-0114

おおのクリニック

三重県伊賀市服部町２丁目９７

0595-22-1220

あきやま腎泌尿器科

三重県伊賀市服部町２丁目９０－２

0595-44-6516

社会医療法人畿内会岡波総合病院

三重県伊賀市上野桑町１７３４

0595-24-2555

医療法人森川病院

三重県伊賀市上野忍町２５１６－７

0595-21-2425

伊賀市立上野総合市民病院

三重県伊賀市四十九町８３１番地

0595-24-1111

医療法人社団馬岡医院

三重県伊賀市上野丸之内１１６－３

0595-21-3005

医療法人浅野整形外科内科

三重県伊賀市比土３１５８－１

0595-36-2550

医療法人友和会竹沢内科歯科医院

三重県伊賀市小田町７４９－１

0595-23-5553

医療法人竹代クリニック

三重県伊賀市平野中川原５５７－３

0595-22-2300

医療法人中産婦人科緑ヶ丘クリニック

三重県伊賀市緑ケ丘本町７６１

0595-21-5678

医療法人尚寿会森田クリニック

三重県伊賀市上野玄蕃町２１９－１

0595-22-2233

医療法人森のふくろう会しもむら整形外科

三重県伊賀市小田町２１２

0595-26-2960

医療法人アクアクリニック伊賀

三重県伊賀市上野丸之内１０－８

0595-21-6500

医療法人紀平医院

三重県伊賀市柘植町２０３３－２

0595-45-5470

医療法人まちし会まちしクリニック

三重県伊賀市下柘植１０９２

0595-45-7788

医療法人阿山共生会河合診療所

三重県伊賀市馬場１１２１－２

0595-43-1511

医療法人川原田内科

三重県伊賀市阿保１３２９－１

0595-52-0500

伊賀市国民健康保険山田診療所

三重県伊賀市平田６３９

0595-47-0305

伊賀市国民健康保険阿波診療所

三重県伊賀市猿野１３３９－１

0595-48-0004

医療法人慈整会谷本整形

三重県伊賀市上野車坂町６２０

0595-21-0934

医療法人佐那具医院

三重県伊賀市佐那具町４２０

0595-23-3330

医療法人吉村クリニック

三重県伊賀市土橋１９２－１

0595-22-2121

松本胃腸内科

三重県伊賀市荒木５３４番地の２

0595-26-3750

医療法人 泉澄会 亀田クリニック

三重県伊賀市ゆめが丘三丁目１番２号

0595-26-0666

滋賀保健研究センター伊賀診療所

三重県伊賀市服部町３４１－１

0595-22-8107

黒田クリニック

三重県伊賀市桐ケ丘三丁目３２５番地

0595-52-2099

赤目養生診療所

三重県名張市赤目町丈六４１１

0595-64-1055

信岡医院

三重県名張市桔梗ケ丘５－１０－４５

0595-65-0023

山尾医院

三重県名張市つつじが丘北４－４

0595-68-1055

矢倉医院

三重県名張市新田２２０２－２

0595-65-2251

百合が丘クリニック

三重県名張市百合が丘東１－１４

0595-64-2000

前沢整形外科

三重県名張市桜ケ丘３０８８－６２

0595-63-1008

こもりクリニック

三重県名張市つつじが丘北５－３０

0595-68-8555

医療法人寺田病院

三重県名張市夏見３２６０－１

0595-63-9001

医療法人東整形外科

三重県名張市桔梗が丘８－５－１１０

0595-65-2130

医療法人 福慈会 夢眠クリニック名張

三重県名張市東町１９０１－１

0595-64-1717

医療法人釜本医院

三重県名張市木屋町１３８６

0595-63-0345

医療法人社団堀井内科

三重県名張市桔梗が丘５－４－１

0595-65-5355

医療法人卓山医院

三重県名張市桔梗が丘南１－１－１５－４

0595-65-0001

医療法人康成会ほりいクリニック

三重県名張市百合が丘東２－１３２－２

0595-61-1231
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医療法人森岡内科クリニック

三重県名張市丸之内３－２

0595-63-0003

医療法人橋本胃腸科内科

三重県名張市蔵持町里３２５８－２

0595-61-3366

医療法人永仁会やすだクリニック

三重県名張市鴻之台１－１５

0595-61-2332

医療法人上坂内科

三重県名張市赤目町丈六２４７－２

0595-64-8211

医療法人愛授会湯村内科

三重県名張市松崎町１３４３－１

0595-61-1212

医療法人藤本産婦人科

三重県名張市平尾３０６８ー９

0595-63-0995

医療法人つくしかとう小児科医院

三重県名張市桔梗が丘５－２－４８

0595-65-5311

医療法人社団常幸会おおふち医院

三重県名張市梅が丘南１－２０８

0595-62-7800

医療法人木野整形外科

三重県名張市桔梗ガ丘４－１－７

0595-67-1515

かも内科消化器科

三重県名張市桔梗が丘２番町５街区７２番地

0595-66-1190

うえなみ内科

三重県名張市鴻之台２番町３０番地２

0595-63-9321

ちひろ内科クリニック

三重県名張市希央台四番町２番地

0595-41-0005

ますだ呼吸器科クリニック

三重県名張市瀬古口３４１番地３

0595-41-2277

さかい循環器内科クリニック

三重県名張市希央台三番町６番地１

0595-62-0500

すずらん診療所

三重県四日市市日永一丁目3番18号

0594-347-1118

医療法人愛済会らんクリニック

三重県四日市市松本3-9-11

059-359-2000

内科ＭＹクリニック

三重県津市片田新町21-1

059-237-2000

林医院

三重県四日市市大矢知町1055-1

059-363-6611

米山クリニック

三重県四日市市中浜田町3-28

059-355-0022

三重県16

