
所在地 電話番号 所在地 電話番号

町立南伊勢病院 三重県度会郡南伊勢町五ケ所浦２９６９ 66-0011 亀谷内科胃腸科 三重県伊勢市岩渕１－１３－３ 22-1105

関岡クリニック 三重県度会郡南伊勢町五ケ所浦４１３３ 67-0070 橋上内科皮フ泌尿器科医院 三重県伊勢市岩渕２－２－３ 28-3402

宿田曽診療所 三重県度会郡南伊勢町田曽浦３８１３ 69-2015 和気ペインクリニック 三重県伊勢市岩渕２－２－１８ 21-1380

南島メディカルセンター 三重県度会郡南伊勢町慥柄浦１－１ 72-0001 由井医院 三重県伊勢市岩渕２－７－１２ 27-1187

小島医院 三重県度会郡南伊勢町村山１１１８－６ 76-2000 倉田医院 三重県伊勢市常磐２－６－２０ 28-7555

伊勢慶友病院 三重県伊勢市常磐２－７－２８ 22-1155

荒木内科循環器科 三重県伊勢市西豊浜町５４４４ 38-0555 角前胃腸科医院 三重県伊勢市藤里町６９８－１５ 23-5211

堤内科クリニック 三重県伊勢市西豊浜町８７ 37-5030 はまぐち内科クリニック 三重県伊勢市上地町４２１０－３ 20-9888

村松有滝診療所 三重県伊勢市村松町３２９４－１５ 38-1212 海野内科 三重県伊勢市浦口２－２－１３ 23-1211

畠中医院 三重県伊勢市大湊町８６２ 36-4572 伊勢民主診療所 三重県伊勢市浦口４－２－１３ 24-7156

小林胃腸科内科 三重県伊勢市馬瀬町１００７ 36-6500 岩田医院 三重県伊勢市二俣１－４－１６ 28-5356

松本医院 三重県伊勢市神社港２０－１３ 36-4693 西山クリニック 三重県伊勢市一之木２－１１－１８ 21-2480

濵口医院 三重県伊勢市神社港２６３ 36-4671 久保内科診療所 三重県伊勢市一之木３－５－１３ 28-8718

寺田クリニック 三重県伊勢市小木町２６０－１ 31-2000 やまむら内科内視鏡クリニック 三重県伊勢市一之木４－２－４４ 21-3216

いせ山川クリニック 三重県伊勢市小木町５５７ 31-0031 かとうクリニック 三重県伊勢市一之木４－５－３６ 63-5111

木村クリニック 三重県伊勢市船江１－２－３８ 21-0002 菊川産婦人科 三重県伊勢市一之木５－１５－５ 23-1515

宅間内科 三重県伊勢市船江３－６－１８ 22-0808 鷲見内科 三重県伊勢市宮後１－８－４ 28-2953

ながや内科クリニック 三重県伊勢市船江３－３－９ 27-3000 大西クリニック 三重県伊勢市宮後３－５－２ 28-5570

堀胃腸科医院 三重県伊勢市河崎１－１２－１ 28-7556 松葉内科 三重県伊勢市本町５－１３ 28-7802

森本内科・循環器科 三重県伊勢市河崎１－１２－２ 28-0101 寺田外科医院 三重県伊勢市一志町３－１３ 23-1561

宮村医院 三重県伊勢市河崎１－４－３０ 28-4747 いど胃腸科クリニック 三重県伊勢市一志町６－７ 28-3357

石橋外科内科 三重県伊勢市河崎２－１７－１１ 28-5902 ハートクリニック福井 三重県伊勢市御薗町長屋１９９７－１ 26-2111

藤井整形外科クリニック 三重県伊勢市楠部町乙１３９－２ 26-2001 玉石産婦人科 三重県伊勢市御薗町長屋２０４９ 22-5656

山崎外科内科 三重県伊勢市楠部町乙７７ 22-2218 小野循環器科・内科 三重県伊勢市御薗町長屋２１８１ 21-0660

河口外科 三重県伊勢市神田久志本町１５３９－６ 23-2288 おざき内科クリニック 三重県伊勢市御薗町高向６８６－２７ 20-0155

東谷医院 三重県伊勢市神久５－７－５６ 22-1181 いせ在宅医療クリニック 三重県伊勢市御薗町高向９２７ 20-8104

医療法人　全心会　ひかりの橋クリニック 三重県伊勢市常磐２－４－３５ 72-8070 山本内科クリニック 三重県伊勢市津村町７９２－１ 39-7717

まつもとクリニック 三重県伊勢市黒瀬町１２１５ 20-6911 東山胃腸科内科 三重県伊勢市小俣町元町１１５９－２ 22-4309

伊勢志摩レディスクリニック 三重県伊勢市黒瀬町６７１－２０ 21-0800 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 21-3001

いせはまごう　くらた内科 三重県伊勢市黒瀬町６９０－２ 21-5252 医療法人社団山本医院 三重県伊勢市二見町溝口４０１－１ 44-2323

西山医院 三重県伊勢市宇治浦田２－４－７４ 22-3376 でぐち内科クリニック 三重県伊勢市二見町荘２１４１ 44-1711

ＭＧ糖尿病・内分泌・甲状腺クリニック 三重県伊勢市勢田町４３１ 21-1112 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 42-1122

徳田内科徳田ファミリークリニック 三重県伊勢市倭町１３２ 28-8425 伊勢田中病院 三重県伊勢市大世古４－６－４７ 25-3111

寺村内科クリニック 三重県伊勢市中之町７２－１ 20-3100 ふじわらクリニック 三重県伊勢市常磐１－１５－１０ 23-1258

高見内科 三重県伊勢市岡本１－４－２８ 28-3931 清水内科 三重県伊勢市神田久志本町１６４８ 22-0100

山添整形外科 三重県伊勢市岡本２－１－４０ 23-1212
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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 62-2255 谷岡医院 三重県志摩市磯部町的矢６４２ 57-2223

森本医院 三重県度会郡度会町棚橋４６８－１ 62-0140 おかむね医院 三重県志摩市磯部町恵利原１５３０ 55-3333

いしがみ整形外科 三重県志摩市阿児町鵜方２４２０－６ 52-0003

たまき玉川クリニック 三重県度会郡玉城町玉川２８６－１ 58-1525 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 55-0008

久瀬医院 三重県度会郡玉城町佐田１７５０ 58-3120 日比クリニック 三重県志摩市磯部町迫間４８－１ 55-0218

神戸クリニック 三重県度会郡玉城町佐田５００－１ 58-8499 別當クリニック 三重県志摩市浜島町南張７－１ 53-1235

玉城病院 三重県度会郡玉城町佐田８８１ 58-3039 齋木内科 三重県志摩市阿児町鵜方１２０６－４ 43-2491

中嶋医院 三重県度会郡玉城町蚊野２１４８－８ 58-7067 三重県立志摩病院 三重県志摩市阿児町鵜方１２５７ 43-0501

豊和病院 三重県志摩市阿児町鵜方２５５５－９ 43-1511

あゆみ診療所 三重県度会郡大紀町滝原８７３ 86-3111 志摩こどもの城クリニック 三重県志摩市阿児町鵜方３００９－２３ 46-1525

宮原医院 三重県度会郡大紀町阿曽２２７０ 86-3555 おかむらクリニック 三重県志摩市阿児町鵜方３０１６－２４ 44-2828

七保診療所 三重県度会郡大紀町打見１１６－５ 83-2016 中瀬外科胃腸科 三重県志摩市阿児町鵜方３０３６－３ 43-4327

小関ひろしクリニック 三重県度会郡大紀町錦９１５－４５ 75-1000 服部内科 三重県志摩市阿児町鵜方３１２６－１５ 43-1033

大野医院 三重県度会郡大紀町大内山７３０－４ 72-2012 林クリニック 三重県志摩市阿児町鵜方４８３６ 46-1100

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 43-0010

尾崎内科 三重県志摩市阿児町神明２８９－１ 44-3275

谷奥医院 三重県志摩市阿児町甲賀２３９０ 45-2201

※　個別健診は上記の医療機関または、三重県内の医療機関において受診することができます。 わき内科クリニック 三重県志摩市阿児町甲賀字鹿谷４１２８－１ 45-8011

受診を希望する医療機関に直接お申し込みください。 中村医院 三重県志摩市阿児町安乗４３５－３ 47-3037

あがわ医院 三重県志摩市大王町波切１２１０ 72-2663

※ 上記以外の医療機関で受診される場合は、 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 72-5555

受診される医療機関の所在地の市役所・町役場後期高齢者医療制度担当課（室） 和気医院 三重県志摩市大王町波切３１３８－３ 72-0053

または、後期高齢者医療広域連合（TEL059-221-6884）へお問い合わせください。 山本クリニック 三重県志摩市志摩町片田３０３３－５ 84-0777

松井医院 三重県志摩市志摩町布施田３９２ 85-0047

電話番号の市外局番について 志摩市立　前島診療所 三重県志摩市志摩町和具１０６６ 84-1001

伊勢市、度会町、玉城町、南伊勢町（旧南島）は0596 鍋島医院 三重県志摩市志摩町和具１９６０－１ 85-0007

大紀町は0598 井上医院 三重県志摩市志摩町越賀１６３７－３ 85-0276

志摩市、南伊勢町（旧南勢）は0599 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 53-0101
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