
令和3年４月１日現在

実施機関名 所在地 電話番号 実施機関名 所在地 電話番号

＜日永＞

貝沼内科小児科　 泊山崎町10-1 347-1188

石田胃腸科病院　　 朝日町1-15 353-3313 すずらん診療所 日永1-3-18 347-1118

佐藤クリニック　 中納屋町4-1 353-9261 中村内科循環器科クリニック 泊山崎町3-22 345-0906

椙山内科小児科医院 栄町5-12 351-1500 ひなが胃腸内科・乳腺外科 日永1-13-26 349-1811

田中医院 浜田町12-25-1 356-5600 藤田医院　 日永2-11-6 345-1036

塚本医院　 栄町9-6 352-3282 みえロコモリウマチクリニック 日永1-7-19 346-2558

中嶋循環器科内科　 幸町6-9 352-2211 三原クリニック　 日永西3-1-21 347-1611

なべしま消化器内科クリニック 堀木2-7-18 359-0321 やまもと胃腸科内科 日永西1-4545 320-0011

西浦クリニック　 西浦1-2-8 355-5656 ＜四郷＞

西村内科小児科　 中部12-5  352-3604 片岡整形外科　 西日野町1594-1 322-6066

二宮メディカルクリニック 中部8-15 351-2466 重盛医院・乳腺クリニック 笹川6-29-2 321-2350

藤田クリニック 鵜の森２-７-８ 354-2987 鈴木医院　 笹川1-125 321-6314

南浜田クリニック　 南浜田町3-15 353-8860 田中内科クリニック 東日野町351-1 321-3336

棟方内科　 沖の島町3-3 352-3772 寺嶋内科小児科　 小林町3008 321-3027

安井医院 北浜町7-8 353-3181 柳田内科胃腸科　 笹川3-50 321-0201

山田内科　 元町9-15 353-2335 ＜内部＞

＜富洲原＞ 大岩小児科医院　 采女が丘3-30-1 347-1718

うえのクリニック　 天ｶ須賀4-6-8 361-7755 笹川内科胃腸科クリニック 波木町坂向305 322-9538

さかい内科クリニック　 富田一色町30-59 361-5001 重盛外科内科　 小古曽1-3-35 345-0028

山中内科小児科　 松原町8-11 365-6151 正和クリニック 小古曽町曽根2717-1 349-0100

渡辺医院　 富州原町16-16 365-0658 まきた内科クリニック 貝家町266-2 320-1001

＜富田＞ 山中胃腸科病院　 小古曽3-5-33 345-0511

飯田医院　 富田浜元町1-16 365-0001 やまもり内科クリニック　 采女町名倉1798-15 349-1166

小林内科胃腸科　 富田1-9-3 364-0006 ＜塩浜＞

斉藤クリニック　 茂福741 363-0611 位田内科循環器科　 馳出町3-6-3 348-1800

富田浜病院　 富田浜町26-14 365-0023 藤原医院　 宮東町2-42 345-2456

前田医院　 富田2-11-2 365-0278 松尾医院　 塩浜本町2-14-1 345-1633

＜羽津＞ ＜小山田＞

かすみがうらクリニック　 八田1-13-17 332-2277 小山田記念温泉病院 山田町5538-1 328-1260

越山クリニック　 城山町1-11 330-5555 矢田クリニック　 山田町2839 328-2680

長谷川脳神経外科クリニック 羽津中2-2-6 330-0330 ＜川島＞

羽津内科クリニック 大宮西町10-6 331-2626 品川医院　 川島町7390 321-0411

羽津中嶋医院　 別名4-19-28 332-7881 東海内科クリニック 浮橋2-19-7 322-6511

森医院　 羽津町15-26 331-3845 ひがし胃腸科内科クリニック 川島町5969-7 320-2110

四日市羽津医療センター 健康管理センター 羽津山町10-8 331-1211 ふじい内科クリニック 川島町6507-2 321-0080

＜常磐＞ 四日市レディースクリニック 小生町西川原800 322-1131

青山循環器内科クリニック 西伊倉町3-2 351-0810 ＜神前＞

いとう内科消化器科 中川原2-3-8 350-7775 加藤医院　 高角町2732-1 326-8771

落合クリニック　 ときわ2-7-8 351-2773 すが内科　 菅原町828 325-2255

慈芳産婦人科 ときわ4-4-17 353-0508 三重呼吸器アレルギー・内科クリニック 高角町1563-4 326-1181

主体会病院　 城北町8-1 354-1771 四日市インタークリニック 高角町734-1 326-6666

ときわ胃腸科　 ときわ5-1-19 355-5600 ＜桜＞

松本街道クリニック 赤堀2-5-24　2F 327-7679 石川記念いとうクリニック　 桜町127 326-1134

村山医院　 松本5-3-8 352-3791 小野外科内科　 智積町6333 326-1151

四日市徳洲会病院　 久保田2-1-2 355-2980 さくらクリニック　 桜町1278-2 326-8000

四日市内科ハートクリニック 城西町3-17-1 359-0008 中嶋内科　 桜台1-31-3 326-7272

らんクリニック　　 松本3-9-11 359-2000 三滝クリニック　 智積町6062 327-0777

山田内科外科　 桜町554-3 326-2066

医療機関一覧表

＜四日市市＞

＜中部＞



実施機関名 所在地 電話番号 実施機関名 所在地 電話番号

＜三重＞ ＜水沢＞

いくわ診療所 生桑町1455 333-6471 水沢病院 水沢町638-3 329-3111

いくわ林クリニック 生桑町295-1 329-5677 ＜保々＞

竹尾内科クリニック 生桑町1642-91 332-6789 高見台クリニック　 高見台1-22-1 339-1118

つかもとクリニック 三重1-6 332-7911 ＜海蔵＞

鳥井医院　 小杉町東浦1282 331-8081 いいだクリニック　 西阿倉川304-1 330-7070

にのみやクリニック内科外科 生桑町582-5 332-3456 すえながばしクリニック 清水町1-12 333-6662

広田クリニック　 東坂部町長坂1391 330-4600 たけしま胃腸科内科 野田2-9-12 332-5100

みたき健診クリニック 生桑町450-3 330-7722 古田医院　 西阿倉川1203 331-3918

みたき総合病院　 生桑町菰池458-1 330-6000 森医院　 末永町5-15 331-6985

山本整形外科　 生桑町584-4 333-0220 ＜橋北＞

山脇胃腸科内科神経内科 小杉新町70 332-8155 小野医院　 川原町34-7 331-3322

よしみね内科胃腸科 東坂部町86-1 331-6121 川口内科　 川原町8-14 331-0725

四日市腎クリニック 生桑町291-1 333-8080 ＜楠＞

＜県＞ 杉浦医院　 楠町南五味塚1246-2 397-2076

あがたクリニック　 下海老町高松163-1 326-6333 寺島クリニック　 楠町小倉417-5 398-3000

あこず内科循環器科クリニック 赤水町1274-3 327-1515 はまゆうクリニック 楠町北五味塚1448-1 397-6868

かみえび診療所　 上海老町1633-140 325-2277 真鈴川整形外科　 楠町南五味塚160-4 397-2401

四日市消化器病センター 下海老町高松185-３ 326-3000 ＜三重郡 朝日町＞

四日市ヘルスプラス診療所 下海老町平野52ｰ1 325-2500 あさひクリニック 朝日町向陽台2-16-2 376-6667

＜八郷＞ ザ・クリニック 朝日町柿元田776-1 376-2030

みやこクリニック　 千代田町307-1 363-4666 田中外科 朝日町縄生544-1 377-2256

村上ファミリークリニック 山分町242-3 361-2300 寺本医院 朝日町小向966-1 377-4161

森クリニック　 萱生町581 337-0858 ＜三重郡 川越町＞

＜下野＞ 小畑整形外科 川越町豊田432 365-0765

いしが在宅ケアクリニック 山城町749-37 336-2404 川越伊藤医院 川越町豊田299-1 364-4103

しもの診療所　 西大鐘町東谷1610 336-3600 川越町国民健康保険　川越診療所 川越町豊田一色314 365-0776

水谷医院　 山城町1107-2 337-1131 吉田内科クリニック 川越町豊田157 361-6788

＜大矢知＞ ＜三重郡 菰野町＞

伊藤クリニック　 下之宮町329-1 364-1877 Ｉクリニック 菰野町大字潤田字新起1198-1 391-0555

いとう整形外科クリニック 垂坂町五反田162-1 333-5511 あそクリニック 菰野町潤田2150-3 394-5577

太田医院　 松寺1-7-14 365-0067 位田医院 菰野町下村1369 393-3831

おきがみクリニック 西富田町168-1 327-6766 内田クリニック 菰野町小島1157 399-2800

川平内科　 西富田町322-1 363-4976 おおた内科循環器科 菰野町田口新田字北沢2909-5 399-2212

高士医院　 蒔田4-2-2 361-2800 しばた内科循環器科 菰野町竹成2657-5 399-2225

林医院　 大矢知町字上沢1055-1 363-6611 服部内科 菰野町潤田4116 394-7000

村田医院　 下之宮町150-1 363-3788 ばんの小児科 菰野町菰野2268-5 393-3000

＜河原田＞ 藤牧循環器内科 菰野町菰野2304 393-2007

玉垣医院　 河原田町2355-1 346-5472 三重北医療センター菰野厚生病院 菰野町福村75 393-1212

諸岡医院 菰野町田光4465-2 396-0061

※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、必ず事前に医療機関へお問い合わせの上、受診してください。

※お住まいの地区の医療機関に限らず、どこでも受診できます。

※上記は、四日市市・三重郡の実施医療機関一覧表です。上記以外の三重県内医療機関での受診を希望される場合は、

直接医療機関へお問い合わせください。


