医療機関名

医師名

〒

住所

電話番号

荒木内科循環器科

荒木 成政

515-0505 伊勢市西豊浜町5444

0596-38-0555

池田耳鼻咽喉科

池田 心

516-0062 伊勢市浦口2丁目7－4

0596-28-7040

石橋外科内科

石橋 支良

516-0009 伊勢市河崎2丁目17－11

0596-28-5902

石橋外科内科

板井 徳七

516-0009 伊勢市河崎2丁目17－11

0596-28-5902

石橋外科内科

大石 明徳

516-0009 伊勢市河崎2丁目17－11

0596-28-5902

伊勢かめや眼科

亀谷 崇

516-0016 伊勢市神田久志本町1783

0596-20-1113

伊勢外宮前クリニック

井上 雅博

516-0072 伊勢市宮後1丁目6－10

0596-21-1115

いせ在宅医療クリニック

遠藤 太久郎

516-0805 伊勢市御薗町高向927

0596-20-8104

伊勢志摩腎クリニック

中井 靖

515-0507 伊勢市村松町明野1379－5

0596-38-2622

伊勢志摩クリニック

横井 一之

516-0805 伊勢市御薗町高向1746-2

0596-63-8881

伊勢志摩レディスクリニック

池田 洋子

516-0018 伊勢市黒瀬町671-20

0596-21-0800

伊勢志摩レディスクリニック

宮村 吉麿

516-0018 伊勢市黒瀬町671-20

0596-21-0800

伊勢田中病院

田中 民弥

516-0079 伊勢市大世古4-6-47

0596-25-3111

伊勢田中病院

下野 一子

516-0079 伊勢市大世古4-6-47

0596-25-3111

いせはまごうくらた内科

倉田 好人

516-0018 伊勢市黒瀬町690－2

0596-21-5252

伊勢民主診療所

堀内 功一

516-0062 伊勢市浦口4丁目2－13

0596-24-7156

伊勢民主診療所

内山 勝之

516-0062 伊勢市浦口4丁目2－13

0596-24-7156

いせ山川クリニック

山川 伸隆

516-0007 伊勢市小木町557

0596-31-0031

伊勢リウマチハンドクリニック

松本 衛

516-0035 伊勢市勢田町569-2

0596-63-5692

いせ眼科クリニック

井戸 正史

516-0072 伊勢市宮後3-8-52

0596-23-7711

いせ眼科クリニック

小松 敏

516-0072 伊勢市宮後3-8-52

0596-23-7711

いど胃腸科クリニック

井戸 政佳

516-0075 伊勢市一志町6－7

0596-28-3357

岩田医院

岩田 吉史

516-0064 伊勢市二俣1丁目4－16

0596-28-5356

上野の郷

平澤 貞子

516-1104 伊勢市上野町2855-1

0596-39-8088

医療法人海野内科

海野 雅澄

516-0062 伊勢市浦口2丁目2－13

0596-23-1211

うめだクリニック

梅田 佳樹

516-0007 伊勢市小木町520－1

0596-31-3330

江﨑眼科クリニック

江﨑 弘治

516-0007 伊勢市小木町470－1

0596-31-3000

MG糖尿病・内分泌・甲状腺クリニック

後藤 資実

516-0035 伊勢市勢田町431

0596-21-1112

大西クリニック

大西 久司

516-0072 伊勢市宮後3-5-2

0596-28-5570

大西皮ふ科

大西 信悟

516-0036 伊勢市岡本3丁目16－1

0596-23-0322

岡田整形外科

岡田 元

516-0007 伊勢市小木町680－1

0596-36-6670

おざき内科クリニック

尾崎 守宏

516-0805 伊勢市御薗町高向686-27

0596-20-0155

越智医院

越智 晶俊

519-0501 伊勢市小俣町明野726－1

0596-37-2275

小野循環器科・内科

小野 直見

516-0804 伊勢市御薗町長屋2181

0596-21-0660

小原産婦人科

小原 茂

516-0072 伊勢市宮後1丁目5－3

0596-28-8111

介護老人保健施設 山咲苑

成田 清

516-0014 伊勢市楠部町若ノ山2605-13

0596-23-8000

かとうクリニック

加藤 保司

516-0071 伊勢市一之木4丁目5－36

0596-63-5111

かとうクリニック

宮﨑 眞佐男

516-0071 伊勢市一之木4丁目5－36

0596-63-5111

かとう耳鼻咽喉科

加藤 昭彦

516-0007 伊勢市小木町183－1

0596-35-0700

角前胃腸科医院

角前 泰之

516-0043 伊勢市藤里町698-15

0596-23-5211

金子眼科

金子 尚生

516-0073 伊勢市吹上1丁目5－6

0596-28-3265

金子眼科

金子 和正

516-0073 伊勢市吹上1丁目5－6

0596-28-3265

亀谷内科胃腸科

亀谷 章

516-0037 伊勢市岩渕1丁目13－3

0596-22-1105

亀谷内科胃腸科

亀谷 さえ子

516-0037 伊勢市岩渕1丁目13－3

0596-22-1105

医療法人河口外科

河口 浩通

516-0016 伊勢市神田久志本町1539－6

0596-23-2288

医療法人河口外科

河口 大介

516-0016 伊勢市神田久志本町1539－6

0596-23-2288

河崎クリニック

石橋 民生

516-0009 伊勢市河崎1丁目9－37

0596-28-0100

河崎クリニック

渡邊 雄二

516-0009 伊勢市河崎1丁目9－37

0596-28-0100

河崎クリニック

山田 哲生

516-0009 伊勢市河崎1丁目9－37

0596-28-0100

河崎クリニック

久野 治人

516-0009 伊勢市河崎1丁目9－37

0596-28-0100

神田小児科

神田 博

516-0009 伊勢市河崎1丁目12－12

0596-22-4545

神田小児科

神田 恵介

516-0009 伊勢市河崎1丁目12－12

0596-22-4545

菊川産婦人科

菊川 東

516-0071 伊勢市一之木5丁目15－5

0596-23-1515

菊川産婦人科

菊川 東洋

516-0071 伊勢市一之木5丁目15－5

0596-23-1515

菊川産婦人科

菊川 瞳

516-0071 伊勢市一之木5丁目15－5

0596-23-1515

木村クリニック

木村 誠

516-0008 伊勢市船江1丁目2－38

0596-21-0002

久保内科診療所

久保 裕史

516-0071 伊勢市一之木3丁目5－13

0596-28-8718

医療機関名

医師名

〒

住所

電話番号

久保内科診療所

久保 公昭

516-0071 伊勢市一之木3丁目5－13

0596-28-8718

倉田医院

倉田 直彦

516-0041 伊勢市常磐2丁目6－20

0596-28-7555

くわやま整形外科リハビリクリニック

桒山 雅貴

515-0505 伊勢市西豊浜町108

0596-38-0038

小林胃腸科内科

小林 和夫

516-0002 伊勢市馬瀬町1007

0596-36-6500

小林胃腸科内科

松﨑 修

516-0002 伊勢市馬瀬町1007

0596-36-6500

小林胃腸科内科

小林 彩子

516-0002 伊勢市馬瀬町1007

0596-36-6500

斎田耳鼻咽喉科

齋田 哲

516-0043 伊勢市藤里町671－5

0596-24-1110

さいとう内科呼吸器科 三重スリープクリニック

齋藤 公正

519-0502 伊勢市小俣町相合446

0596-29-1159

さかとく小児科

酒徳 浩之

516-0007 伊勢市小木町512－1

0596-31-1511

清水内科

清水 啓之

516-0016 伊勢市神田久志本町1648

0596-22-0100

しんたに整形外科クリニック

新谷 健

516-0071 伊勢市一之木4丁目5-1

0596-27-1717

すぎもと眼科

杉本 充

519-0503 伊勢市小俣町元町200－6

0596-23-2960

鈴木小児科クリニック

鈴木 正治

516-0037 伊勢市岩渕2丁目8－38

0596-27-2611

鷲見内科

鷲見 成憲

516-0072 伊勢市宮後1丁目8－4

0596-28-2953

鷲見内科

鷲見 しず子

516-0072 伊勢市宮後1丁目8－4

0596-28-2953

整形外科 網谷医院

網谷 克正

516-0076 伊勢市八日市場町9－12

0596-28-1122

髙見内科

髙見 謙一郎

516-0036 伊勢市岡本1丁目4－28

0596-28-3931

髙見内科

髙見 麻佑子

516-0036 伊勢市岡本1丁目4－28

0596-28-3931

高須整形外科

高須 俊哉

516-0804 伊勢市御薗町長屋2107－1

0596-23-3222

宅間内科

近藤 裕子

516-0008 伊勢市船江3丁目6－18

0596-22-0808

たけうち眼科医院

竹内 啓

516-0067 伊勢市中島2丁目1－10 39ビル1階

0596-22-8166

玉石産婦人科

玉石 好彦

516-0804 伊勢市御薗町長屋2049

0596-22-5656

玉石産婦人科

西村 愉紀子

516-0804 伊勢市御薗町長屋2049

0596-22-5656

中條眼科

中条 隆一

516-0037 伊勢市岩渕2丁目4－1

0596-26-0303

堤内科クリニック

堤 清助

515-0505 伊勢市西豊浜町87

0596-37-5030

でぐち内科クリニック

出口 雅俊

519-0606 伊勢市二見町荘2141

0596-44-1711

寺田クリニック

寺田 晃

516-0007 伊勢市小木町260－1

0596-31-2000

寺田外科医院

寺田 亘

516-0075 伊勢市一志町3－13

0596-23-1561

てらだ産婦人科

寺田 厚

516-0007 伊勢市小木町185－1

0596-35-0311

てらだ産婦人科

寺田 弓子

516-0007 伊勢市小木町185－1

0596-35-0311

てらだ産婦人科

陽川 英仁

516-0007 伊勢市小木町185－1

0596-35-0311

寺村内科クリニック

寺村 忍

516-0034 伊勢市中之町72－1

0596-20-3100

徳田ファミリークリニック

徳田 敦

516-0032 伊勢市倭町132

0596-28-8425

徳田ファミリークリニック

徳田 玲子

516-0032 伊勢市倭町132

0596-28-8425

ないとうヒフ科

内藤 至子

516-0008 伊勢市船江1丁目8-39

0596-23-7844

永井こどもクリニック

永井 正高

516-0076 伊勢市八日市場町5－20

0596-28-2010

なかにし整形外科

中西 巧也

516-0051 伊勢市上地町4214-1

0596-22-7771

なかむら心身医学クリニック

中村 豊紀

516-0802 伊勢市御薗町新開10-3

0596-31-0010

ながや内科クリニック

長屋 章三郎

516-0008 伊勢市船江3丁目3－9

0596-27-3000

西井耳鼻咽喉科

西井 龍雄

516-0075 伊勢市一志町7－1

0596-24-3387

西井耳鼻咽喉科

西井 真一郎

516-0075 伊勢市一志町7－1

0596-24-3387

西山医院

西山 尚樹

516-0026 伊勢市宇治浦田2丁目4－74

0596-22-3376

西山クリニック

西山 敦

516-0071 伊勢市一之木2丁目11－18

0596-21-2480

ハートクリニック福井

福井 淳

516-0804 伊勢市御薗町長屋1997-1

0596-26-2111

橋上内科皮フ泌尿器科医院

橋上 裕

516-0037 伊勢市岩渕2丁目2－3

0596-28-3402

畑肛門医院

畑 嘉高

516-0072 伊勢市宮後1丁目8-7

0596-28-2260

畠中医院

畠中 一衛

516-0001 伊勢市大湊町862

0596-36-4572

畠中医院

畠中 節夫

516-0001 伊勢市大湊町862

0596-36-4572

花田小児科医院

花田 基

516-0067 伊勢市中島2丁目6－13

0596-28-5068

濵口医院

濵口 和成

516-0004 伊勢市神社港263

0596-36-4671

はまぐち内科クリニック

濵口 富弥

516-0051 伊勢市上地町4210－3

0596-20-9888

林耳鼻咽喉科クリニック

林 琢巳

516-0014 伊勢市楠部町202-30

0596-20-3387

東谷医院

東谷 喬伸

516-0017 伊勢市神久5-7-56

0596-22-1181

東谷医院

東谷 光庸

516-0017 伊勢市神久5-7-56

0596-22-1181

東山胃腸科内科

東山 浩敬

519-0503 伊勢市小俣町元町1159-2

0596-22-4309

ひかりの橋クリニック

岸 具弘

516-0041 伊勢市常盤2-4-35

0596-72-8070

藤井整形外科クリニック

藤井 英治

516-0014 伊勢市楠部町乙139－2

0596-26-2001

医療機関名

医師名

〒

住所

電話番号

ふじさとこどもクリニック

田畑 しおり

516-0043 伊勢市藤里町671-17

0596-20-0220

ふじさとこどもクリニック

梨田 裕志

516-0043 伊勢市藤里町671-17

0596-20-0220

ふじわらクリニック

藤原 英樹

516-0041 伊勢市常磐1丁目15－10

0596-23-1258

二見浦内科アレルギー科・皮フ科・小児科

嘉久 裕国

519-0609 伊勢市二見町茶屋147

0596-42-1122

ふたみ介護老人保健施設シルバーケア豊壽園

宇田 靖

519-0603 伊勢市二見町三津855

0596-44-2525

堀胃腸科医院

堀 道大

516-0009 伊勢市河崎1丁目12－1

0596-28-7556

まつだこどもクリニック

松田 和之

516-0027 伊勢市桜木町85-180

0596-23-2525

松葉内科

松葉 玲

516-0074 伊勢市本町5－13

0596-28-7802

松村ヒフ科医院

松村 徹

516-0073 伊勢市吹上1丁目3－27

0596-28-2612

医療法人あんず会 松本医院

松本 洋子

516-0004 伊勢市神社港20－13

0596-36-4693

まつもとクリニック

松本 純一

516-0018 伊勢市黒瀬町1215

0596-20-6911

宮村医院

宮村 正美

516-0009 伊勢市河崎1丁目4－30

0596-28-4747

村松有滝診療所

古野 正和

515-0507 伊勢市村松町3294－15

0596-38-1212

本橋産婦人科

本橋 亨

516-0071 伊勢市一之木1丁目8－7

0596-23-4103

森眼科

森 正宏

516-0071 伊勢市一之木1丁目14－19

0596-28-2110

森田整形外科

森田 勝也

519-0502 伊勢市小俣町相合481

0596-20-5111

森本内科・循環器科

森本 美典

516-0009 伊勢市河崎1丁目12－2

0596-28-0101

耳鼻咽喉科やのはらクリニック

矢野原 邦生

519-0502 伊勢市小俣町相合478－4

0596-25-8741

耳鼻咽喉科やのはらクリニック

矢野原 元

519-0502 伊勢市小俣町相合478－4

0596-25-8741

やまぐちレディースクリニック

山口 博司

519-0505 伊勢市小俣町本町3321

0596-21-3001

やまぐちレディースクリニック

山口 拓子

519-0505 伊勢市小俣町本町3321

0596-21-3001

山崎外科内科

山﨑 学

516-0014 伊勢市楠部町乙77

0596-22-2218

山崎外科内科

山﨑 純子

516-0014 伊勢市楠部町乙77

0596-22-2218

山添整形外科

山添 好宏

516-0036 伊勢市岡本2丁目1－40

0596-23-1212

やまなかこどもクリニック

山中 弘文

519-0502 伊勢市小俣町相合480

0596-20-8005

やまむら内科内視鏡クリニック

山村 光弘

516-0071 伊勢市一之木4-2-44

0596-21-3216

山本医院

山本 典正

516-0017 伊勢市神久6-8-48

0596-20-1145

山本医院

山本 敏雄

519-0605 伊勢市二見町溝口401－1

0596-44-2323

山本医院

喜多 豊志

519-0605 伊勢市二見町溝口401－1

0596-44-2323

山本内科クリニック

山本 昌利

516-1103 伊勢市津村町792－1

0596-39-7717

よこやま皮ふ科クリニック

横山 智哉

516-0077 伊勢市宮町1-3-24

0596-72-8820

由井医院

由井 誠一郎

516-0037 伊勢市岩渕2丁目7番12号

0596-27-1187

由井医院

由井 進太郎

516-0037 伊勢市岩渕2丁目7番12号

0596-27-1187

和気ペインクリニック

和氣 陽一郎

516-0037 伊勢市岩渕2-2-18宇治山田ショッピングセンター内

0596-21-1380

あゆみ診療所

田川 新生

519-2703 度会郡大紀町滝原873

0598-86-3111

大野医院

大野 敏之

519-3111 度会郡大紀町大内山730-4

0598-72-2012

小関ひろしクリニック

小関 寛

516-2911 度会郡大紀町錦915-45

0598-75-1000

越智ファミリークリニック

越智 則晶

516-2102 度会郡度会町大野木2809－1

0596-62-2255

神戸クリニック

野口 吉文

519-0414 度会郡玉城町佐田500－1

0596-58-8499

延久のみちクリニック

上原 伸一

519-0406 度会郡玉城町岡村461-2

0596-58-8787

久瀬医院

久瀬 雅也

519-0414 度会郡玉城町佐田1750

0596-58-3120

小島医院

小島 照司

516-1423 度会郡南伊勢町村山1118－6

0596-76-2000

篠塚小児科

篠塚 徹

519-0416 度会郡玉城町下田辺725-15

0596-58-6300

宿田曽診療所

新川 修

516-0222 度会郡南伊勢町田曽浦3813

0599-69-2015

関岡クリニック

関岡 清次

516-0101 度会郡南伊勢町五ヶ所浦4133

0599-67-0070

たまき玉川クリニック

河北 知之

519-0407 度会郡玉城町玉川286－1

0596-58-1525

玉城町国民健康保険玉城病院

本泉 誠

519-0414 度会郡玉城町佐田881

0596-58-3039

町立南伊勢病院

宮﨑 光一

516-0101 度会郡南伊勢町五ヶ所浦2969

0599-66-0011

町立南伊勢病院

山添 尚久

516-0101 度会郡南伊勢町五ヶ所浦2969

0599-66-0011

町立南伊勢病院

竹原 愼介

516-0101 度会郡南伊勢町五ヶ所浦2969

0599-66-0011

町立南伊勢病院

中川 十夢

516-0101 度会郡南伊勢町五ヶ所浦2969

0599-66-0011

中嶋医院

中嶋 竹蔵

519-0431 度会郡玉城町蚊野2148－8

0596-58-7067

中嶋医院

中嶋 幸仙

519-0431 度会郡玉城町蚊野2148－8

0596-58-7067

医療法人 なかむら耳鼻咽喉科

中村 将裕

519-0407 度会郡玉城町玉川653－1

0596-58-0550

七保診療所

松本 愼一

519-2736 度会郡大紀町打見116-5

0598-83-2016

南島メディカルセンター

酒徳 光明

516-1309 度会郡南伊勢町慥柄浦1-1

0596-72-0001

西川整形外科

西川 粛

516-2102 度会郡度会町大野木2791-10

0596-63-0007

医療機関名

医師名

〒

住所

電話番号

宮原医院

宮原 豊明

519-2704 度会郡大紀町阿曽2270

0598-86-3555

宮原医院

宮原 覚

519-2704 度会郡大紀町阿曽2270

0598-86-3555

森本医院

森本 幸己

516-2103 度会郡度会町棚橋468-1

0596-62-0140

介護老人保健施設 暁

鈴木 賢一

519-3111 度会郡大紀町大内山2951-1

0598-72-2888

介護老人保健施設 弘樹苑

池庭 衛

519-0438 度会郡玉城町原2835

0596-58-5689

