
下記の一覧表は、大紀町の近隣市町の実施医療機関です。
三重県内の医療機関において受診することができます。

受診される前に、ご希望の医療機関へ連絡し、健康診査の受診の予約をしてください。
受診されるときは、①保険証、②受診券、③質問票を持参してください。

市町名 実施機関名 電話番号 所在地

宮原医院 0598-86-3555 三重県度会郡大紀町阿曽２２７０

大野医院 0598-72-2012 三重県度会郡大紀町大内山７３０－４

七保診療所 0598-83-2016 三重県度会郡大紀町打見１１６－５

小関ひろしクリニック 0598-75-1000 三重県度会郡大紀町錦９１５－４５

あゆみ診療所 0598-86-3111 三重県度会郡大紀町滝原８７３

三重県厚生農業協同組合連合会大台厚生病院 0598-82-1313 三重県多気郡大台町上三瀬６６３番地２

医療法人こやまクリニック 0598-82-2600 三重県多気郡大台町佐原宮前４５７－２０

医療法人社団仁心会高橋内科 0598-85-0039 三重県多気郡大台町栃原１２４２－１１

医療法人樹玲会上瀬クリニック 0598-85-0106 三重県多気郡大台町新田４７２－４

医療法人積木整形外科 0598-84-6868 三重県多気郡大台町栃原１０９８－４

大台町報徳診療所 0598-76-1133 三重県多気郡大台町江馬１２７番地

加藤内科 0597-32-1666 三重県北牟婁郡紀北町相賀４８０－１３６

海山レディースクリニック 0597-33-0888 三重県北牟婁郡紀北町相賀４８９－５

尾辻医院 0597-47-0722 三重県北牟婁郡紀北町東長島３２４－１３

医療法人野口内科胃腸科医院 0597-32-2266 三重県北牟婁郡紀北町引本浦８８３番地の４

医療法人充仁会上里診療所 0597-33-1100 三重県北牟婁郡紀北町上里３５０番地１

かとう小児科 0597-47-3341 三重県北牟婁郡紀北町東長島５９２

医療法人　海山会　世古口クリニック 0597-32-1188 三重県北牟婁郡紀北町相賀１９４１－４

森本医院 0596-62-0140 三重県度会郡度会町棚橋４６８－１

越智ファミリークリニック 0596-62-2255 三重県度会郡度会町大野木２８０９－１

小島医院 0596-76-2000 三重県度会郡南伊勢町村山１１１８－６

関岡クリニック 0599-67-0070 三重県度会郡南伊勢町五ケ所浦４１３３

町立南伊勢病院 0599-66-0011 三重県度会郡南伊勢町五ケ所浦２９６９

宿田曽診療所 0599-69-2015 三重県度会郡南伊勢町田曽浦３８１３

南島メディカルセンター 0596-72-0001 三重県度会郡南伊勢町慥柄浦１－１

神戸クリニック 0596-58-8499 三重県度会郡玉城町佐田５００－１

たまき玉川クリニック 0596-58-1525 三重県度会郡玉城町玉川２８６－１

玉城町国民健康保険玉城病院 0596-58-3039 三重県度会郡玉城町佐田８８１

医療法人白奉会中嶋医院 0596-58-7067 三重県度会郡玉城町蚊野２１４８－８

医療法人社団久瀬医院 0596-58-3120 三重県度会郡玉城町佐田１７５０

東医院 0598-38-2009 三重県多気郡多気町相可１０４４

藤田整形外科 0598-38-7777 三重県多気郡多気町相可字中尾１６８７－２

医療法人雅会津田医院 0598-38-4300 三重県多気郡多気町西池上寺尻１２９７－１

中島医院 0598-51-9200 三重県松阪市猟師町高須７２－１

近藤クリニック 0598-21-1022 三重県松阪市船江町５３２

松阪厚生病院 0598-29-1311 三重県松阪市久保町１９２７－２

よしざわ内科消化器科 0598-26-7373 三重県松阪市井村町４７８－１

ふなだ外科内科クリニック 0598-28-6600 三重県松阪市上川町２２７９－１

中村内科循環器科 0598-29-7272 三重県松阪市射和町３０７－１

こにし内科 0598-58-0866 三重県松阪市伊勢寺町２９２７－１

おおたクリニック 0598-29-1213 三重県松阪市下村町９９３

大谷医院 0598-22-1110 三重県松阪市川井町２７１１
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岩田内科 0598-50-3030 三重県松阪市大津町６２４－１

横山内科クリニック 0598-22-0011 三重県松阪市西之庄町７８－２

大井循環器科内科 0598-25-1300 三重県松阪市湊町１９８

うれしの太田クリニック 0598-42-8088 三重県松阪市嬉野算所町５１５－１

杉岡内科クリニック 0598-56-9560 三重県松阪市曽原町１１３４－１

森本医院 0598-45-0016 三重県松阪市飯高町富永１０８

松山神経内科 0598-25-6800 三重県松阪市川井町７２８－８

宮村医院 0598-58-2301 三重県松阪市小阿坂町２９９－１

西井一浩クリニック 0598-52-2410 三重県松阪市高町１９２－５

まんのう整形外科 0598-51-1775 三重県松阪市松崎浦町９６－１

中川医院 0598-61-2080 三重県松阪市豊原町２９５－１７

なかむら内科クリニック 0598-50-2888 三重県松阪市鎌田町１９５番地１８

小林医院 0598-58-1296 三重県松阪市丹生寺町１２７－４０

よしむら医院 0598-21-0005 三重県松阪市大黒田町４３１

垂見内科クリニック 0598-56-5501 三重県松阪市小津町２７４

山中胃腸科クリニック 0598-30-6101 三重県松阪市田村町４４６－２

薬王堂医院 0598-42-1515 三重県松阪市嬉野薬王寺町７８６

南勢病院 0598-29-1721 三重県松阪市山室町２２７５

じぬしクリニック 0598-23-5101 三重県松阪市大黒田町２５１

あらおと整形クリニック 0598-25-5000 三重県松阪市久保田町字南沖５－７

多田クリニック 0598-42-2381 三重県松阪市嬉野中川町１１１０－４

まつおか内科　循環器内科 0598-25-1810 三重県松阪市川井町９６９－３

むとうクリニック 0598-42-2366 三重県松阪市嬉野小村町５２２－２

桜木記念病院 0598-21-5522 三重県松阪市南町４４３－４

堀江クリニック 0598-51-5311 三重県松阪市鎌田町２３４－１

医療法人社団中田会中田整形外科 0598-23-8008 三重県松阪市小黒田町４９０－３

医療法人社団林内科 0598-21-4005 三重県松阪市春日町２－８－１

医療法人平岡内科循環器科 0598-21-3514 三重県松阪市南町２００－１６

医療法人社団大西内科 0598-23-4060 三重県松阪市駅部田町２３２

医療法人増山医院 0598-23-5941 三重県松阪市魚町１６９３

医療法人大成会こむら内科 0598-26-3846 三重県松阪市船江町５２４－１

医療法人小林内科胃腸科 0598-21-1763 三重県松阪市本町２１９５－１

医療法人矢津内科 0598-26-1511 三重県松阪市大黒田町８２１－４

医療法人社団中村クリニック 0598-23-8800 三重県松阪市大黒田町９７１

医療法人東山内科 0598-26-7711 三重県松阪市五月町１３８６－５

医療法人藤井整形外科胃腸科 0598-36-0346 三重県松阪市大河内町７７７

医療法人松徳会松本クリニック 0598-26-3555 三重県松阪市駅部田町１６１９－４５

医療法人たるみ内科胃腸科 0598-21-0259 三重県松阪市新町９４６－１

公益社団法人松阪地区医師会保健医療センター 0598-23-7535 三重県松阪市白粉町３６３

医療法人清隆会小西皮ふ科 0598-26-0600 三重県松阪市南町２３８－１

医療法人社団浜田内科胃腸科 0598-22-0007 三重県松阪市久保町４８７－１

医療法人大久保クリニック 0598-22-0220 三重県松阪市宝塚町１５０９－５

医療法人テイ水会河合内科クリニック 0598-28-6622 三重県松阪市豊原町１１４４－２

医療法人とみやま外科内科医院 0598-60-0700 三重県松阪市中万町１４２４

医療法人いかみクリニック 0598-53-3983 三重県松阪市鎌田町６５１－２２

医療法人エムアンドエム会野呂医院 0598-34-0054 三重県松阪市小片野町３０２

医療法人松徳会花の丘病院 0598-29-8700 三重県松阪市山室町７０７－３

医療法人隅本整形外科 0598-23-1030 三重県松阪市駅部田町１７２０－１

医療法人妙光会安田小児科内科 0598-28-8828 三重県松阪市上川町２１９４－３

医療法人おかの医院 0598-42-7211 三重県松阪市嬉野中川新町１－６

医療法人小坂クリニック 0598-48-0777 三重県松阪市嬉野中川新町２－２３

医療法人昭仁会青木医院 0598-32-2002 三重県松阪市飯南町横野３５３－２

松阪市



森診療所 0598-45-0023 三重県松阪市飯高町森１４１０

宮前診療所 0598-46-0003 三重県松阪市飯高町宮前１１０４

医療法人恵生会嬉野医院 0598-42-2258 三重県松阪市嬉野町１４２５－３

医療法人石田クリニック 0598-53-1177 三重県松阪市大口町１５４－１

医療法人胃医巴会宇野胃腸科内科医院 0598-56-6001 三重県松阪市市場庄町１１０５－３

中村脳外科クリニック 0598-25-1080 三重県松阪市駅部田町７５２－１

みやむらクリニック 0598-61-2220 三重県松阪市目田町３２７番地５

まとかた大西クリニック 0598-59-0311 三重県松阪市東黒部町８３５

医療法人　西井医院 0598-56-2250 三重県松阪市曽原町８１１－１

かいばな内科クリニック 0598-25-1024 三重県松阪市垣鼻町１７６１－２３

いおうじ応急クリニック 0598-31-3480 三重県松阪市久保町１９２５

松阪市健診センター 0598-23-7563 三重県松阪市殿町１５５０

畠中医院 0596-36-4572 三重県伊勢市大湊町８６２

濵口医院 0596-36-4671 三重県伊勢市神社港２６３

ふじわらクリニック 0596-23-1258 三重県伊勢市常磐１－１５－１０

岩田医院 0596-28-5356 三重県伊勢市二俣１－４－１６

山添整形外科 0596-23-1212 三重県伊勢市岡本２－１－４０

亀谷内科胃腸科 0596-22-1105 三重県伊勢市岩渕１－１３－３

宅間内科 0596-22-0808 三重県伊勢市船江３－６－１８

橋上内科皮フ泌尿器科医院 0596-28-3402 三重県伊勢市岩渕２－２－３

西山医院 0596-22-3376 三重県伊勢市宇治浦田２－４－７４

宮村医院 0596-28-4747 三重県伊勢市河崎１－４－３０

寺田外科医院 0596-23-1561 三重県伊勢市一志町３－１３

藤井整形外科クリニック 0596-26-2001 三重県伊勢市楠部町乙１３９－２

いせはまごう　くらた内科 0596-21-5252 三重県伊勢市黒瀬町６９０－２

小野循環器科・内科 0596-21-0660 三重県伊勢市御薗町長屋２１８１

東山胃腸科内科 0596-22-4309 三重県伊勢市小俣町元町１１５９－２

でぐち内科クリニック 0596-44-1711 三重県伊勢市二見町荘２１４１

二見浦内科・アレルギー科・皮フ科・小児科 0596-42-1122 三重県伊勢市二見町茶屋１４７

はまぐち内科クリニック 0596-20-9888 三重県伊勢市上地町４２１０－３

西山クリニック 0596-21-2480 三重県伊勢市一之木２－１１－１８

村松有滝診療所 0596-38-1212 三重県伊勢市村松町３２９４－１５

かとうクリニック 0596-63-5111 三重県伊勢市一之木４－５－３６

いど胃腸科クリニック 0596-28-3357 三重県伊勢市一志町６－７

やまぐちレディースクリニック 0596-21-3001 三重県伊勢市小俣町本町３３２１

ながや内科クリニック 0596-27-3000 三重県伊勢市船江３丁目３－９

清水内科 0596-22-0100 三重県伊勢市神田久志本町１６４８番地

医療法人ハーモニア　和気ペインクリニック 0596-21-1380 三重県伊勢市岩渕２－２－１８

やまむら内科内視鏡クリニック 0596-21-3216 三重県伊勢市一之木４丁目２番４４号

医療法人大西クリニック 0596-28-5570 三重県伊勢市宮後３－５－２

ＭＧ糖尿病・内分泌・甲状腺クリニック 0596-21-1112 三重県伊勢市勢田町４３１

医療法人社団さかえ会石橋外科内科 0596-28-5902 三重県伊勢市河崎２－１７－１１

医療法人社団髙見内科 0596-28-3931 三重県伊勢市岡本１－４－２８

由井医院 0596-27-1187 三重県伊勢市岩渕２－７－１２

医療法人角前胃腸科医院 0596-23-5211 三重県伊勢市藤里町６９８－１５

医療法人菊川産婦人科 0596-23-1515 三重県伊勢市一之木５－１５－５

医療法人社団久保内科診療所 0596-28-8718 三重県伊勢市一之木３－５－１３

医療法人蘭会堀胃腸科医院 0596-28-7556 三重県伊勢市河崎１－１２－１

伊勢田中病院 0596-25-3111 三重県伊勢市大世古４－６－４７

医療法人鷲見内科 0596-28-2953 三重県伊勢市宮後１－８－４

医療法人海野内科 0596-23-1211 三重県伊勢市浦口２－２－１３

医療法人森本内科・循環器科 0596-28-0101 三重県伊勢市河崎１－１２－２

松阪市

伊勢市



医療法人德田内科德田ファミリークリニック 0596-28-8425 三重県伊勢市倭町１３２

医療法人堤内科クリニック 0596-37-5030 三重県伊勢市西豊浜町８７

医療法人　東谷医院 0596-22-1181 三重県伊勢市神久５－７－５６

医療法人　松葉内科 0596-28-7802 三重県伊勢市本町５－１３

医療法人和泉会小林胃腸科内科 0596-36-6500 三重県伊勢市馬瀬町１００７

医療法人宮池会伊勢志摩レディスクリニック 0596-21-0800 三重県伊勢市黒瀬町６７１－２０

医療法人河口外科 0596-23-2288 三重県伊勢市神田久志本町１５３９－６

医療法人あんず会松本医院 0596-36-4693 三重県伊勢市神社港２０－１３

まつもとクリニック 0596-20-6911 三重県伊勢市黒瀬町１２１５

医療法人倉田医院 0596-28-7555 三重県伊勢市常磐２－６－２０

医療法人全心会伊勢慶友病院 0596-22-1155 三重県伊勢市常磐２－７－２８

医療法人玉石産婦人科 0596-22-5656 三重県伊勢市御薗町長屋２０４９

医療法人ハートクリニック福井 0596-26-2111 三重県伊勢市御薗町長屋１９９７－１

医療法人荒木内科循環器科 0596-38-0555 三重県伊勢市西豊浜町５４４４

医療法人社団愛敬会山崎外科内科 0596-22-2218 三重県伊勢市楠部町乙７７

医療法人社団山本医院 0596-44-2323 三重県伊勢市二見町溝口４０１－１

医療法人寺村内科クリニック 0596-20-3100 三重県伊勢市中之町７２－１

おざき内科クリニック 0596-20-0155 三重県伊勢市御薗町高向６８６－２７

いせ在宅医療クリニック 0596-20-8104 三重県伊勢市御薗町高向９２７

医療法人山本内科クリニック 0596-39-7717 三重県伊勢市津村町７９２－１

寺田クリニック 0596-31-2000 三重県伊勢市小木町２６０番地１

いせ山川クリニック 0596-31-0031 三重県伊勢市小木町５５７

木村クリニック 0596-21-0002 三重県伊勢市船江１丁目２番３８号

伊勢民主診療所 0596-24-7156 三重県伊勢市浦口４丁目２－１３

医療法人　全心会　ひかりの橋クリニック 0596-72-8070 三重県伊勢市常磐２丁目４番３５号

【お問合先】大紀町役場住民課（0598-86-2217）
後期高齢者医療広域連合給付健康グループ（059-221-6884）

伊勢市


