
後　期　高　齢　者　健　康　診　査　　実   施   機   関   一   覧   表 令和3年度

電話番号 所在地 電話番号 所在地 電話番号 所在地
青木医院 32-2002 飯南町横野３５３－２ 中村脳外科クリニック 25-1080 駅部田町７５２－１ 明和ファミリークリニック 0596-55-2207 明和町前野４１５－８

あらおと整形クリニック 25-5000 久保田町字南沖５－７ 南勢病院 29-1721 山室町２２７５ 梅田クリニック 0596-53-0700 明和町斎宮北野３７２６－２

いおうじ応急クリニック 31-3480 久保町１９２５ 西井一浩クリニック 52-2410 高町１９２－５ 北島医院 0596-52-5005 明和町大字竹川３５３

いかみクリニック 53-3983 鎌田町６５１－２２ 西井医院 56-2250 曽原町８１１－１ 櫛谷内科クリニック 0596-53-1100 明和町金剛坂８１６－６６

石田クリニック 53-1177 大口町１５４－１ 野呂医院 34-0054 小片野町３０２ 済生会明和病院 0596-52-0131 明和町大字上野４３５

岩田内科 50-3030 大津町６２４－１ 花の丘病院 29-8700 山室町７０７－３ もりた内科医院 0596-55-3988 明和町大字大淀２４４４番地１

宇野胃腸科内科医院 56-6001 市場庄町１１０５－３ 浜田内科胃腸科 22-0007 久保町４８７－１ 山田整形外科・明星診療所 0596-52-5200 明和町明星１７４９－１

嬉野医院 42-2258 嬉野町１４２５－３ 林内科 21-4005 春日町２－８－１ 大台厚生病院 82-1313 大台町上三瀬６６３－２

うれしの太田クリニック 42-8088 嬉野算所町５１５－１ 東山内科 26-7711 五月町１３８６－５ こやまクリニック 82-2600 大台町佐原宮前４５７－２０

大井循環器科内科 25-1300 湊町１９８ 平岡内科循環器科 21-3514 南町２００－１６ 上瀬クリニック 85-0106 大台町新田４７２－４

大久保クリニック 22-0220 宝塚町１５０９－５ 藤井整形外科胃腸科 36-0346 大河内町７７７ 高橋内科 85-0039 大台町栃原１２４２－１１

おおたクリニック 29-1213 下村町９９３ ふなだ外科内科クリニック 28-6600 上川町２２７９－１ 積木整形外科 84-6868 大台町栃原１０９８－４

大谷医院 22-1110 川井町２７１１ 堀江クリニック 51-5311 鎌田町２３４－１ 報徳診療所 76-1133 大台町江馬１２７

大西内科 23-4060 駅部田町２３２ 増山医院 23-5941 魚町１６９３

おかの医院 42-7211 嬉野中川新町１－６ まつおか内科循環器内科 25-1810 川井町９６９－３

かいばな内科クリニック 25-1024 垣鼻町１７６１－２３ 松阪厚生病院 29-1311 久保町１９２７－２

河合内科クリニック 28-6622 豊原町１１４４－２ 松阪市健診センター 23-7563 殿町１５５０

小坂クリニック 48-0777 嬉野中川新町２－２３ 松阪地区医師会保健医療センター 23-7535 白粉町３６３

こにし内科 58-0866 伊勢寺町２９２７－１ 松本クリニック 26-3555 駅部田町１６１９－４５

小西皮ふ科 26-0600 南町２３８－１ 松山神経内科 25-6800 川井町７２８-８

小林医院 58-1296 丹生寺町１２７－４０ まとかた大西クリニック 59-0311 東黒部町８３５

小林内科胃腸科 21-1763 本町２１９５－１ まんのう整形外科 51-1775 松崎浦町９６－１

こむら内科 26-3846 船江町５２４－１ 宮前診療所 46-0003 飯高町宮前１１０４

近藤クリニック 21-1022 船江町５３２ 宮村医院 58-2301 小阿坂町２９９－１

桜木記念病院 21-5522 南町４４３－４ みやむらクリニック 61-2220 目田町３２７－５

じぬしクリニック 23-5101 大黒田町２５１ むとうクリニック 42-2366 嬉野小村町５２２－２

杉岡内科クリニック 56-9560 曽原町１１３４－１ 森診療所 45-0023 飯高町森１４１０

隅本整形外科 23-1030 駅部田町１７２０－１ 森本医院 45-0016 飯高町富永１０８

多田クリニック 42-2381 嬉野中川町１１１０－４ 薬王堂医院 42-1515 嬉野薬王寺町７８６     自分の健康は自分で守る、生活習慣病を予防するため
たるみ内科胃腸科 21-0259 新町９４６－１ 安田小児科内科 28-8828 上川町２１９４－３ 　     　
垂見内科クリニック 56-5501 小津町２７４ 矢津内科 26-1511 大黒田町８２１－４ 健診を受けましょう      
とみやま外科内科医院 60-0700 中万町１４２４ 山中胃腸科クリニック 30-6101 田村町４４６－２

中川医院 61-2080 豊原町２９５－１７ 横山内科クリニック 22-0011 西之庄町７８－２

中島医院 51-9200 猟師町高須７２－１ よしざわ内科消化器科 26-7373 井村町４７８－１

中田整形外科 23-8008 小黒田町４９０－３ よしむら医院 21-0005 大黒田町４３１

中村クリニック 23-8800 大黒田町９７１ 東医院 38-2009 多気町相可１０４４

なかむら内科クリニック 50-2888 鎌田町１９５－１８ 津田医院 38-4300 多気町西池上寺尻１２９７－１

中村内科・循環器科 29-7272 射和町３０７－１ 藤田整形外科（※通院患者のみ） 38-7777 多気町相可中尾１６８７-２
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※後期高齢者健康診査は、記載されている医療機関または三重県内の医療機関において受診できます。
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◎実施期間は令和3年7月1日（木）から11月30日（火）までです。

◎この一覧表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。受診を希望する医療機関に直接お申し込みください。

また、がん検診も一緒に受診してください。

◎受診するときは①受診券、②健康診査質問票、③被保険者証をお持ちく

ださい。



9月17日（金）

11月23日
（火・祝日）

受付時間

☎ 問い合わせ先

　大台町役場　健康ほけん課

　後期高齢者医療保険係

　0598－82－3785

B&G
海洋センター

集 団 健 診 に つ い て

実施日    7月21日（水） １０月３０日（土） 11月19日（金）

会場
グリーンプラザ

おおだい
林業総合
センター

健康ふれあい会館

８月１日（金）

グリーンプラザ
おおだい

各種がん検診等のご案内をご覧ください。

検診名

　後期高齢者健康診査

　当日は、後期高齢者健康診査以外にも、胃・肺・大腸がん検診等も行なっ
ています。

自己負担金 無　料

持ち物

・後期高齢者健康診査受診券

・令和３年度　がん検診等受診券

・質問票（受診券と同封しています）

・被保険者証

　 ※　コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため中止の場合は、各戸配

　　　布または行政無線などでご連絡いたします。

　※　集団各種健診・特定健診等申込書にて、集団健診を希望された方には

　　　希望された健診日の約2週間前に受診票を送付します。

　　　健診日時等の変更を希望される場合は、健康ほけん課までご連絡く
　　　ださい。




