
医療機関名 医師名 郵便番号 住所 電話番号

赤坂クリニック 赤坂　義和 517-0022 鳥羽市大明東町2090-305 0599-21-0001

小林内科クリニック 小林　透 517-0023 鳥羽市大明西町1－1　鳥羽ショッピングプラザ　ハロー2F 0599-25-0020

近藤内科 近藤　弘 517-0021 鳥羽市安楽島町1325-15 0599-26-3045

市立神島診療所 小泉　圭吾 517-0001 鳥羽市神島町85-2 0599-38-2033

市立坂手診療所 菅原　茂 517-0005 鳥羽市坂手町178 0599-26-3746

市立菅島診療所 中森　良樹 517-0004 鳥羽市菅島町46 0599-34-2149

鳥羽豊和苑 坂倉　照妤 517-0021 鳥羽市安楽島町1045-77 0599-26-7711

鳥羽豊和苑 磯島　明德 517-0021 鳥羽市安楽島町1045-77 0599-26-7711

中世古眼科 中世古　一 517-0011 鳥羽市鳥羽1丁目5-5 0599-25-5004

中村医院 中村　源一 517-0507 鳥羽市答志町1138-1 0599-37-2808

医療法人菊栄会　中村クリニック 中村　菊洋 517-0011 鳥羽市鳥羽4丁目13－7 0599-21-0707

医療法人菊栄会　中村クリニック 北川　真人 517-0011 鳥羽市鳥羽4丁目13－7 0599-21-0707

はね小児科医院 羽根　靖之 517-0023 鳥羽市大明西町3－20 0599-25-1515

はね小児科医院 高村　光幸 517-0023 鳥羽市大明西町3－20 0599-25-1515

はね小児科医院 西村　甲 517-0023 鳥羽市大明西町3－20 0599-25-1515

山崎整形外科 山崎　保 517-0011 鳥羽市鳥羽5丁目7－1 0599-26-4131

あがわ医院 阿川　茂 517-0604 志摩市大王町波切1210 0599-72-2663

池田ファミリークリニック 関　志麻子 517-0501 志摩市阿児町鵜方748－5 0599-43-0010

池田ファミリークリニック 関　健次 517-0501 志摩市阿児町鵜方748－5 0599-43-0010

いしがみ整形外科 石上　陽一 517-0501 志摩市阿児町鵜方2420-6 0599-52-0003

いずみ耳鼻咽喉科・アレルギー科 和泉　憲政 517-0501 志摩市阿児町鵜方5017 0599-44-0007

井上医院 井上　晋一 517-0704 志摩市志摩町越賀1691－6 0599-85-0276

鵜飼耳鼻咽喉科・アレルギー科 鵜飼　幸太郎 517-0501 志摩市阿児町鵜方3283-2 0599-43-8341

おかむね医院 岡宗　眞一郎 517-0209 志摩市磯部町恵利原1530 0599-55-3333

おかむらクリニック 岡村　一則 517-0501 志摩市阿児町鵜方3016－24　三重ファミリービル2F 0599-44-2828

尾崎内科 尾崎　克己 517-0502 志摩市阿児町神明里中289-1 0599-44-3275

金児外科医院 金児　千秋 517-0501 志摩市阿児町鵜方1221-1 0599-43-4918

国民健康保険　志摩市民病院 江角　悠太 517-0603 志摩市大王町波切1941－1 0599-72-5555

国民健康保険　志摩市民病院 土田　真史 517-0603 志摩市大王町波切1941－1 0599-72-5555

国民健康保険　浜島診療所 大屋　正樹 517-0404 志摩市浜島町浜島3261-1 0599-53-0101

近藤医院 近藤　正士 517-0501 志摩市阿児町鵜方4029 0599-43-0007

齋木内科 齋木　浩士 517-0501 志摩市阿児町鵜方1206－4 0599-43-2491

志摩こどもの城クリニック 竹村　統成 517-0501 志摩市阿児町鵜方3009－23 0599-46-1525

志摩こどもの城クリニック 小俣　真 517-0501 志摩市阿児町鵜方3009－23 0599-46-1525

志摩の里 田畑　好基 517-0701 志摩市志摩町片田4807-1 0599-84-1000

志摩豊和苑 日比　成夫 517-0506 志摩市阿児町国府1061-152 0599-46-1122

谷岡医院 谷岡　穣 517-0204 志摩市磯部町的矢642 0599-57-2223

谷奥医院 谷奥　卓郎 517-0505 志摩市阿児町甲賀2390 0599-45-2201

谷奥医院 谷奥　扶美 517-0505 志摩市阿児町甲賀2390 0599-45-2201

たのうえ眼科 田野上　光也 517-0501 志摩市阿児町鵜方3098-15 0599-46-0101

中條眼科志摩分院 中条　眞也 517-0214 志摩市磯部町迫間1803 0599-55-3111

中瀬外科胃腸科 中瀬　一郎 517-0501 志摩市阿児町鵜方3036－3 0599-43-4327

中村医院 中村　康一 517-0507 志摩市阿児町安乗435-3 0599-47-3037

鍋島医院 鍋島　圭右 517-0703 志摩市志摩町和具1960－1 0599-85-0007

鍋島医院 鍋島　久美子 517-0703 志摩市志摩町和具1960－1 0599-85-0007

西岡記念セントラルクリニック 西岡　洋右 517-0214 志摩市磯部町迫間375 0599-55-0008

服部内科 服部　徹 517-0501 志摩市阿児町鵜方3126－15 0599-43-1033

林クリニック 林　仁庸 517-0501 志摩市阿児町鵜方4836 0599-46-1100

日比クリニック 日比　秀夫 517-0214 志摩市磯部町迫間48-1 0599-55-0218

別當クリニック 別當　尚 517-0405 志摩市浜島町南張7－1 0599-53-1235

別當クリニック 別當　京子 517-0405 志摩市浜島町南張7－1 0599-53-1235

豊和病院 和田　弘 517-0501 志摩市阿児町鵜方2555-9 0599-43-1511

豊和病院 磯島　明德 517-0501 志摩市阿児町鵜方2555-9 0599-43-1511

豊和病院 藤川　真二 517-0501 志摩市阿児町鵜方2555-9 0599-43-1511

松井医院 松井　猛 517-0702 志摩市志摩町布施田392 0599-85-0047

松井医院 松井　好人 517-0702 志摩市志摩町布施田392 0599-85-0047

宮村眼科 宮村　直孝 517-0501 志摩市阿児町鵜方3163-7 0599-43-1193
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山下医院 山下　順庸 517-0505 志摩市阿児町甲賀2661－2 0599-45-3435

山本クリニック 山本　仁 517-0701 志摩市志摩町片田3033－5 0599-84-0777

わき内科クリニック 和氣　一兆 517-0505 志摩市阿児町甲賀字鹿谷4128-1 0599-45-8011

和気医院 和気　正史 517-0603 志摩市大王波切3138－3 0599-72-0053


