
協力難病指定医名簿 令和元年５月２０日現在
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青木 桃子 外科 青木記念病院 三重県桑名市中央町5丁目7番地 0594-22-1711 あ 53

天野 一之 胃腸科・外科・内科・肛門科 天野医院 三重県津市久居西鷹跡町475-3 059-259-2001 あ 87

浅野 清豪
整形外科・内科・胃腸内科・
泌尿器科・リハビリテーション
科

医療法人浅野整形外科内科
三重県伊賀市比土字上ノ代3158番
地

0595-36-2550 あ 132

青木 重孝 消化器外科 青木記念病院 三重県桑名市中央町5丁目7番地 0594-22-1711 あ 133

朝川 豊松
胃腸科、内科、外科、肛門
科、皮膚科、リハビリテーショ
ン科、アレルギー科

朝川クリニック 三重県鈴鹿市石薬師町2089-10 059-374-5501 あ 165

有馬 忍 耳鼻咽喉科 ありまクリニック 三重県四日市市下海老町108の2 059-337-8741 あ 209

岩田 吉史 内科・小児科 岩田医院 三重県伊勢市二俣1丁目4-16 0596-28-5356 い 1

井本 泰樹 内科 医療法人 井本医院 三重県熊野市新鹿町669-1 0597-86-0016 い 39

石坂 貴彦 外科 長島中央病院 三重県桑名市長島町福吉271 0594-45-0555 い 49

石川 能正 内科 医療法人 石川内科医院
三重県四日市市天カ須賀5-1-10-
3

059-364-2711 い 54

石川 義典 内科・外科 すずらん診療所
三重県四日市市日永一丁目3番18
号

059-347-1118 い 55

伊藤 勉 内科・小児科 医療法人 伊藤内科クリニック 三重県桑名市大字赤尾1344番地3 0594-31-4080 い 56

伊藤 敏範 整形外科 リハビリ整形外科Ｉクリニック
三重県三重郡菰野町大字潤田字
新起1198-1

059-391-0555 い 85

井上 達雄 内科・精神科・心療内科 医療法人 井上内科病院 三重県津市久居井戸山町759 059-256-6665 い 88

伊藤 章 内科 伊藤医院
三重県桑名郡木曽岬町大字西対
海地258-1

0567-68-3380 い 142

岩崎 博 耳鼻咽喉科 岩崎耳鼻咽喉科 三重県松阪市京町1区29-1 0598-51-3014 い 153

岩中 久和 内科 老人保健施設 さくらんぼ 三重県松阪市飯南町粥見5471-18 0598-32-5151 い 164

伊藤 質
内科・小児科・呼吸器内科・
循環器内科・消化器内科・リ
ハビリテーション科

医療法人安濃中央クリニック 三重県津市安濃町川西332 059-268-4141 い 166

稲見 亜紀 泌尿器科・内科 花の丘病院
三重県松阪市山室町字西ノ谷707
番地3

0598-29-8700 い 186

市川 和人 内科 いちかわ内科クリニック 三重県鈴鹿市秋永町763-1 059-380-0810 い 198

梅原 千寿 精神科・内科 医療法人安仁会 水沢病院 三重県四日市市水沢町638-3 059-329-3111 う 57

内田 淑已 内科・循環器科・消化器科 あのだクリニック 三重県亀山市阿野田町1675-2 0595-83-1181 う 90

江﨑 正和 内科・外科・小児科 尾呂志診療所 三重県南牟婁郡御浜町上野70-1 05979-4-1014 え 144

大川 親久 耳鼻咽喉科・アレルギー科 大川耳鼻咽喉科 三重県津市中央18番8号 059-228-2816 お 2

越智 則晶 内科・小児科・心療内科 越智ファミリークリニック
三重県度会郡度会町大野木2809-
1

0596-62-2255 お 3

大久保 伊都子 内科 医療法人 大久保クリニック 三重県松阪市宝塚町1509-5 0598-22-0220 お 4

岡田 浩明 皮膚科 岡田皮膚科 三重県名張市木屋町815-16 0595-64-7555 お 29

岡田 力 内科 岡田医院 三重県桑名市野田3-8-4 0594-31-3330 お 58

大野 敏之 内科 大野医院 三重県度会郡大紀町大内山730-4 0598-72-2012 お 91
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奥野 利幸 泌尿器科・内科・皮膚科
医療法人あいいく会 おくのクリ
ニック

三重県津市久居元町1709-3 059-255-7766 お 92

尾辻 啓 内科 尾辻内科クリニック 三重県熊野市井戸町903-7 0597-85-2021 お 93

大橋 直樹 内科 大橋クリニック 三重県津市桜橋3-61-4 059-246-1000 お 94

岡宗 眞一郎 内科 おかむね医院
三重県志摩市磯部町恵利原1530
番地

0599-55-3333 お 131

小野 知巳 内科、小児科、消化器内科 おの内科クリニック 三重県鈴鹿市江島町187 059-380-2211 お 173

大西 秀樹
整形外科・リウマチ科・リハビ
リテーション科

医療法人 もみの木整形外科 三重県津市芸濃町椋本5069-6 059-266-2700 お 187

大屋 正樹
内科、整形外科、泌尿器科、
アレルギー科、小児科

志摩市立国民健康保険浜島診療
所

三重県志摩市浜島町浜島3261番
地1

0599-53-0101 お 217

河村 勝弘 内科・外科 河村クリニック 三重県津市津興四ツ辻2911-2 059-221-6711 か 5

川原田 力也 内科 医療法人 川原田内科 三重県伊賀市阿保1329番地の1 0595-52-0500 か 8

川井 祐輔
内科・胃腸科・リハビリテー
ション科

しもの診療所
三重県四日市市西大鐘町字東谷
1610番地

059-336-3600 か 59

笠井 繁毅
内科・小児科・リハビリテー
ション科

医療法人正和会 正和クリニック 三重県四日市市小古曽町2717-1 059-349-0100 か 60

加藤 文人 内科
みえ医療福祉生活協同組合四日
市いくわ診療所

三重県四日市市生桑町1455 059-333-6471 か 147

加藤 浩 内科 医療法人 加藤医院 三重県四日市市高角町2732-1 059-326-8771 か 151

河井 秀仁
内科・外科・循環器内科・呼
吸器内科・リハビリテーション
科

かわいクリニック 三重県津市河芸町浜田688-1 059-245-5900 か 152

角田 裕 内科 カサデマドレクリニック 三重県津市安濃町戸島569番8 059-271-5618 か 171

河合 誠一郎 内科 河合内科クリニック 三重県松阪市豊原町1144の2 0598-28-6622 か 182

片山 繁 救急科 三重県立志摩病院 三重県志摩市阿児町鵜方1257 0599-43-0501 か 203

北村 純 総合内科 医療法人全心会 伊勢慶友病院 三重県伊勢市常盤2丁目7番28号 0596-22-1155 き 6

木場 藤一郎 内科 きば内科クリニック 三重県尾鷲市上野町5-39 0597-22-3535 き 40

紀平 久和 内科 医療法人 紀平医院 三重県伊賀市柘植町2033-2 0595-45-5470 き 61

木田 英也 内科・外科 在宅医療クリニックゆめ 三重県松阪市田村町字六才476-1 0598-25-1130 き 148

喜畑 雅文 消化器内科 三滝クリニック 三重県四日市市智積町6062 059-327-0777 き 188

北島 俊夫 内科 北島医院 三重県多気郡明和町大字竹川353 0596-52-5005 き 200

久瀬 弘
胃腸(消化器内科)・肛門科・
外科・内科

医療法人社団桑久会 久瀬クリ
ニック

三重県桑名市東方字打上田232 0594-22-0800 く 62

草川 雅之 内科・外科 草川医院 三重県津市大里窪田町1735番地1 059-232-2210 く 95

倉本 徹 内科 倉本内科病院
三重県津市下弁財町津興3040番
地

059-227-6712 く 96

黒田 道夫 胃腸科・内科 黒田クリニック 三重県鈴鹿市平田東町13-26 059-375-2600 く 97

小林 稔彦 内科 小林医院 三重県松阪市丹生寺町127-40 0598-58-1296 こ 41

小山 孝夫
内科・循環器内科・呼吸器内
科

医療法人 こやまクリニック 三重県多気郡大台町佐原457-20 0598-82-2600 こ 42
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越山 肇
内科・小児科・消化器科・循
環器科・呼吸器科・アレル
ギー科・リハビリテーション科

越山クリニック 三重県四日市市城山町1-11 059-330-5555 こ 63

小寺 崇 内科・循環器科 小寺内科循環器科 三重県鈴鹿市西條町910-1 059-382-2633 こ 64

小谷 鐵馬 眼科 小谷眼科 三重県四日市中町8-13 059-352-9161 こ 65

小村 明夫 内科 医療法人大成会 こむら内科 三重県松阪市船江町524-1 0598-26-3846 こ 156

小坂 俊仁 内科・小児科・胃腸科 小坂医院 三重県桑名市長島町押付525-6 0594-42-0014 こ 175

坂元 孝栄 皮膚科 坂元皮フ科 三重県伊賀市平野城北町123 0595-24-4112 さ 31

佐藤 浩生
内科・循環器科・呼吸器科・
胃腸科

医療法人 佐藤クリニック 三重県四日市市中納屋町4番1号 059-353-9261 さ 66

三枝 晋 外科・消化器外科 若葉病院 三重県津市南中央28-13 059-227-0207 さ 98

佐藤 沙未 内科（糖尿病内科） 佐藤医院 三重県桑名市大央町21-15 0594-23-6811 さ 128

佐々木 秀俊 内科 医療法人凰林会 榊原白鳳病院 三重県津市榊原町5630番地 059-252-2300 さ 169

西城 英郎
外科・内科・胃腸科・肛門科・
小児科・小児外科

西城外科内科
三重県鈴鹿市長太旭町4丁目23-
23

059-385-5511 さ 176

坂倉 究 外科、緩和ケア 坂倉ペインクリニック在宅診療所 三重県鈴鹿市伊船町1010-1 059-371-6400 さ 194

坂倉 幸子 麻酔科、ペインクリニック 坂倉ペインクリニック 三重県鈴鹿市白子本町9-28 059-386-0007 さ 195

澤 允洋 内科、外科、小児科 鳥羽市立桃取診療所 三重県鳥羽市桃取町219 0599-37-3051 さ 196

清水 雄三 内科・循環器内科 しみずハートクリニック 三重県伊賀市上野愛宕町1940-2 0595-21-4528 し 32

塩谷 拓也 内科 鳥羽市立桃取診療所 三重県鳥羽市桃取町219 0599-37-3051 し 52

重盛 憲三 外科・内科・胃腸科・小児科 重盛外科内科 三重県四日市市小古曽1丁目3-35 059-345-0028 し 67

下村 敦 内科（循環器内科） しもむら内科 三重県鈴鹿市住吉二丁目17-7 059-375-6111 し 68

嶋地 健 内科 嶋地医院 三重県伊賀市沖50番地 0595-37-0114 し 82

志村 磨裕里 内科 医療法人 志村医院 三重県松阪市垣鼻町561番地 0598-21-5533 し 99

篠原 浩二 内科 名張市立病院
三重県名張市百合が丘2-132-2が
丘西1番町178番地

0595-61-1100 し 207

清水 深 内科 鳥羽市立長岡診療所 三重県鳥羽市相差町1028-1 0599-33-6006 し 210

菅原 茂 内科・小児科 鳥羽市立坂手診療所 三重県鳥羽市坂手町178 0599-26-3746 す 51

菅原 孝之 呼吸器内科
医療法人社団桑久会 久瀬クリ
ニック

三重県桑名市東方字打上田232 0594-22-0800 す 69

杉田 一之 外科 第一病院
三重県北牟婁郡紀北町上里225番
地8

0597-36-1111 す 155

鈴木 孝明 内科・リハビリテーション科 鳥羽市立長岡診療所 三重県鳥羽市相差町1028-1 0599-33-6006 す 189

須藤 隆夫 整形外科 医療法人博仁会 村瀬病院 三重県鈴鹿市神戸3丁目12-10 059-382-0330 す 213

関 健次 内科 池田ファミリークリニック 三重県志摩市阿児町鵜方748-5 0599-43-0010 せ 18

谷岡 穣 内科 谷岡医院 三重県志摩市磯部町的矢642 0599-57-2223 た 7
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谷奥 卓郎 外科・胃腸科 谷奥医院 三重県志摩市阿児町甲賀2390-1 0599-45-2201 た 9

竹澤 千裕 内科 竹澤医院 三重県伊賀市島ヶ原5879 0595-59-2019 た 33

滝井 昇
内科・小児科・外科・整形外
科・リハビリテーション科・ア
レルギー科・リウマチ科

滝井医院 三重県伊賀市上野玄蕃町197-1 0595-23-1111 た 34

竹重 信 内科
医療法人徳心会 四日市セントラ
ルクリニック

三重県四日市市伊倉1丁目1番46
号

059-357-0561 た 70

田中 健二
内科・胃腸内科・循環器内
科・小児科・アレルギー科

医療法人田中内科クリニック 三重県四日市市東日野町396-1 059-321-3336 た 71

玉井 琢也 内科 玉井医院 三重県桑名市三ツ矢橋36-3 0594-27-7500 た 73

髙橋 好夫 内科 高橋内科クリニック 三重県亀山市栄町1488-314 0595-84-3377 た 100

竹市 冬彦 整形外科 ゆり形成内科整形 三重県津市柳山津興3306番地 059-221-0500 た 101

竹市 弥生 形成外科・内科・皮膚科 ゆり形成内科整形 三重県津市柳山津興3306番地 059-221-0500 た 102

谷 一浩 心臓血管外科 たにクリニック 三重県津市河辺町3547-1 059-213-5005 た 103

谷口 洋三
内科・呼吸器科・胃腸科・循
環器科

谷口内科 三重県亀山市みどり町26-1 0595-82-8710 た 104

髙木 啓介
外科・内科・消化器内科・肛
門外科・皮膚科・リハビリ
テーション科

医療法人社団義人会 高木病院 三重県鈴鹿市高岡町550番地 059-382-1385 た 134

高橋 眞智子 皮膚科 医療法人社団 たかはし皮フ科 三重県津市観音寺町799番地7 059-213-5512 た 135

多田 宏行 形成外科・内科 若葉病院 三重県津市南中央28-13 059-227-0207 た 136

谷口 弘隆 皮膚科 たにぐち皮フ科 三重県伊賀市上野茅町2666-1 0595-26-5050 た 149

滝川 素代 眼科 滝川眼科 三重県鈴鹿市神戸1丁目8-11 059-382-0758 た 167

立石 玲司 内科 医療法人社団 立石内科医院 三重県四日市市新浜町20-5 059-331-0739 た 174

高士 敦子 眼科 高士医院 三重県四日市市蒔田4-2-2 059-361-2800 た 177

竹島 英介
内科・胃腸科・外科・肛門科・
リハビリテーション科

竹島医院 三重県鈴鹿市神戸2-21-15 059-381-1500 た 181

谷本 廣道 整形外科 谷本整形 三重県伊賀市上野車坂町620番地 0595-21-0934 た 199

髙橋 利明 内科 医療法人社団仁心会 高橋内科 三重県多気郡大台町栃原1242-11 0598-85-0039 た 211

堤 清助 内科・消化器科・（胃腸科） 堤内科クリニック 三重県伊勢市西豊浜町87 0596-37-5030 つ 10

寺本 誉男
内科・外科・循環器科・胃腸
科・呼吸器科・皮膚科・整形
外科・リハビリテーション科

寺本医院 三重県三重郡朝日町小向966-1 059-377-4161 て 83

寺西 正 胃腸科 寺西胃腸科内科クリニック 三重県津市野田字浜垣内36-10 059-239-1777 て 105

寺島 秀樹 胃腸科・内科・小児科・外科 寺島クリニック 三重県四日市市楠町小倉417-5 059-398-3000 て 158

寺田 亘 整形外科・外科 寺田外科医院 三重県伊勢市一志3-13 0596-23-1561 て 160

德田 敦 内科・消化器科
医療法人德田内科 德田ファミリー
クリニック

三重県伊勢市倭町132番地 0596-28-8425 と 11

刀根 幸夫
内科・消化器内科・糖尿病内
科・皮膚科・小児科

刀根クリニック 三重県津市香良洲町1875-1 059-292-7007 と 106

豊田 長仁 内科
医療法人（社団）佐藤病院 長島
中央病院

三重県桑名市長島町福吉271番地 0594-45-0555 と 129
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豊田 國彦 内科
医療法人徳洲会 四日市徳洲会
病院

三重県四日市市久保田2-1-2 059-355-2980 と 150

東海 浩 内科 東海内科クリニック 三重県四日市市浮橋2-19-7 059-322-6511 と 178

中田 徹 内科・腎臓内科（人工透析）
医療法人康成会 ほりいクリニック
希央台

三重県名張市希央台５番町３５番
地

0595-62-3051 な 35

中村 覚 内科 医療法人 井上内科病院 三重県津市久居井戸山町759 059-256-6665 な 74

中﨑 隆弘 内科 医療法人 井上内科病院 三重県津市久居井戸山町759 059-256-6665 な 107

中村 康一 内科 中村医院 三重県志摩市阿児町安乗435-3 0599-47-3037 な 137

中村 皎
内科・胃腸科・小児科・放射
線科

中村医院 三重県鈴鹿市稲生4-15-35 059-386-6911 な 139

中村 卓 胃腸内科・外科・循環器内科 医療法人社団 中村クリニック 三重県松阪市大黒田町971 0598-23-8800 な 154

中島 將博 内科・小児科 中島医院 三重県松阪市猟師町高須72-1 0598-51-9200 な 168

中澤 茂雄 内科 中沢内科 三重県鈴鹿市長太旭町3-6-33 059-385-0337 な 193

中井 智絵 皮膚科 三重大学医学部附属病院 三重県津市江戸橋2-174 059-232-1111 な 201

西井 義典 内科 医療法人 西井病院 三重県松阪市曽原町811-1 0598-56-2250 に 108

西村 公宏 内科 白鳳クリニック 三重県鈴鹿市庄野町2550番地 059-378-2311 に 109

新田 真吾 外科・内科 新田外科内科 三重県鈴鹿市磯山3-13-20 059-386-0137 に 140

野見山 仁志 内科 志摩市立前島診療所 三重県志摩市志摩町和具1066 0599-84-1001 の 14

信岡 亮 内科、小児科 信岡医院 三重県名張市桔梗が丘5-10-45 0595-65-0023 の 216

橋上 裕 内科 橋上内科皮フ泌尿器科医院 三重県伊勢市岩渕2-2-3 0596-28-3402 は 15

濵口 和成 内科・小児科 濵口医院 三重県伊勢市神社港263 0596-36-4671 は 16

濵畠 望 外科 浜畠外科 三重県桑名市江場20番地 0594-21-3381 は 75

林 俊伯 整形外科 医療法人あかり はやし整形外科 三重県津市観音寺町799-7 059-229-5711 は 110

浜中 浩子 皮膚科 ひまわり皮フ科 三重県鈴鹿市矢橋1丁目4-12 059-381-0333 は 111

橋本 康司 内科 花の丘病院
三重県松阪市山室町字西ノ谷707
番地3

0598-29-8700 は 112

畠中 節夫 整形外科 畠中医院 三重県伊勢市大湊町862 0596-36-4572 は 124

林 廣之
内科・循環器科・小児科・皮
膚科

林医院
三重県いなべ市北勢町阿下喜
1054番地

0594-72-2288 は 126

林 友信 内科 津生協病院 三重県津市船頭町津興1721 059-225-2848 は 190

服部 博司 胃腸科 服部医院 三重県鈴鹿市岸岡町3385-1 059-388-1682 は 215

日野 孝三 内科 医療法人豊和会 豊和病院 三重県志摩市阿児町鵜方2555-9 0599-43-1511 ひ 17

日根野 隆治
整形外科・リハビリテーション
科

ひねの整形外科 三重県伊賀市平野城北町133 0595-26-0707 ひ 36

東 俊策 内科・外科・胃腸科・肛門科 ひがし胃腸科外科 三重県桑名市藤が丘9-109 0594-24-8777 ひ 43
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平谷 一人 内科 熊野市立荒坂診療所 三重県熊野市二木島町349 0597-87-0626 ひ 44

福田 宏司 胃腸科・内科・外科 ゆめが丘クリニック 三重県伊賀市ゆめが丘4-2-2 0595-26-0100 ふ 50

藤原 庸隆 内科（消化器） 藤原医院 三重県四日市市宮東町2丁目42 059-345-2456 ふ 76

古田 雅彦 内科 すえながばしクリニック 三重県四日市市清水町1-12 059-333-6662 ふ 113

藤井 一郎 整形外科 医療法人 藤井整形外科胃腸科 三重県松阪市大河内町777 0598-36-0346 ふ 114

藤田 公明 内科 医療法人 藤田内科 三重県津市乙部16-2 059-225-9955 ふ 115

藤森 健次 整形外科 医療法人アクアクリニック伊賀 三重県伊賀市上野丸之内10-8 0595-21-6500 ふ 116

藤森 由佳子 内科 医療法人アクアクリニック伊賀 三重県伊賀市上野丸之内10-8 0595-21-6500 ふ 117

藤井 秀子 内科 医療法人 藤井整形外科胃腸科 三重県松阪市大河内町777 0598-36-0346 ふ 138

淵田 則次 内科 医療法人社団山中胃腸科病院 三重県四日市市小古曽3丁目5-33 059-345-0511 ふ 146

藤川 真二 泌尿器科・一般内科 医療法人豊和会 豊和病院 三重県志摩市阿児町鵜方2555-9 0599-43-1511 ふ 159

福西 茂二
内科、外科、胃腸科、肛門
科、麻酔科、小児科

医療法人福慈会 夢眠クリニック名
張

三重県名張市東町1901-1 0595-64-1717 ふ 214

別當 尚 内科 別當クリニック 三重県志摩市浜島町南張7-1 0599-53-1235 へ 20

本泉 誠 内科・外科 玉城町国民健康保険玉城病院 三重県度会郡玉城町佐田881 0596-58-3039 ほ 172

牧野 幸郎 内科 まきのクリニック 三重県津市美里町足坂165-2 059-279-5111 ま 21

松本 和隆 内科 花の丘病院
三重県松阪市山室町字西ノ谷707
番地3

0598-29-8700 ま 22

松葉 玲 内科 松葉内科 三重県伊勢市本町5-13 0596-28-7802 ま 23

松村 典彦 内科(腎臓内科） 医療法人康成会 ほりいクリニック 三重県名張市百合が丘2-132-2 0595-61-1231 ま 37

松林 研二 内科 相野谷診療所
三重県南牟婁郡紀宝町井内123番
19

0735-34-0011 ま 45

松浦 徹 耳鼻咽喉科 まつうらクリニック
三重県南牟婁郡御浜町下市木
4649-28

05979-3-0150 ま 46

松浦 りつ子 内科 まつうらクリニック
三重県南牟婁郡御浜町下市木
4649-28

05979-3-0150 ま 47

前川 彰
内科（小児科・消化器科・呼
吸器科・アレルギー科）

前川内科 三重県津市垂水南浦1425 059-221-3700 ま 118

町支 素子 内科・小児科 まちしクリニック 三重県伊賀市下柘植1092 059-545-7788 ま 127

前沢 祥司 整形外科 前沢整形外科 三重県津市久居相川町2112 059-255-5288 ま 143

増井 利治 内科 大台町報徳診療所 三重県多気郡大台町江馬127番地 0598-76-1133 ま 185

町野 良紀 内科 高田福祉事業協会附属診療所 三重県津市大里野田町1124-1 059-230-7814 ま 191

増田 大介 内科（呼吸器内科）
医療法人 グリーンスウォード ま
すだ呼吸器科クリニック

三重県名張市瀬古口.341番地3 0595-41-2277 ま 204

前田 尚武 内科
医療法人社団主体会 主体会病
院

三重県四日市市城北町8番1号 059-354-1771 ま 205

松島 由明 皮膚科 三重大学医学部附属病院 三重県津市江戸橋2-174 059-232-1111 ま 212
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水谷 直巳 内科 水谷医院 三重県四日市市山城町1107-2 059-337-1131 み 77

森田 孝一 内科 もりた内科医院
三重県多気郡明和町大淀字寺前
2445-3

0596-55-3988 も 25

森 義久 循環器内科 医療法人 森医院 三重県四日市市末永町5-16 059-331-6985 も 78

森山 茂 胃腸科 森山クリニック
三重県桑名市長島町松ヶ島字西
島21番地

0594-42-4080 も 79

森岡 浩平 内科・糖尿病・代謝内科 森岡内科クリニック 三重県名張市丸之内3番地13 0595-63-0003 も 119

森 秀夫 内科・消化器科・小児科 森医院 三重県桑名市成徳町1625-12 0594-24-0876 も 141

森本 興市
内科・小児科・外科・整形外
科

森本医院 三重県松阪市飯高町富永108 0598-45-0016 も 157

森 文子 内科
もりえい病院附属 湾岸さくらクリ
ニック

三重県桑名郡木曽岬町大字和富
10番17

0567-68-7230 も 179

山本 昌利
内科・胃腸科・小児科・アレ
ルギー科・リハビリテーション
科

山本内科クリニック 三重県伊勢市津村町792-1 0596-39-7717 や 27

安井 廣迪 内科(漢方内科） 医療法人清風会 安井医院 三重県四日市市北浜町7-8 059-353-3181 や 80

山本 哲也 内科 やまもと胃腸科内科
三重県四日市市日永西一丁目
4545

059-320-0011 や 84

山尾 洋成 内科 山尾医院 三重県名張市つつじが丘北4-4 0595-68-1055 や 121

山崎 順彦 循環器内科 山崎循環器内科 三重県津市渋見町577-5 059-229-6300 や 122

山村 賢太郎 内科・腫瘍内科 さいとうホームケアクリニック 三重県伊勢市小俣町相合398番地 0596-29-1150 や 123

矢野 秀 外科
医療法人（社団）佐藤病院 長島
中央病院

三重県桑名市長島町福吉271番地 0594-45-0555 や 130

山下 誠 眼科 四日市眼科クリニック
三重県四日市市諏訪栄町5-8
ローレルタワーシュロア四日市
101-B号

059-355-0717 や 180

山本 仁
内科、呼吸器科、アレルギー
科、消化器科

山本クリニック 三重県志摩市志摩町片田3033-5 0599-84-0777 や 184

山本 均 内科
医療法人阿山共生会 河合診療
所

三重県伊賀市馬場1121-2 0595-43-1511 や 192

山口 道彦 内科 医療法人 博仁会 村瀬病院 三重県鈴鹿市神戸3丁目12-10 059-382-0330 や 197

山本 重忠 循環器内科 尾鷲総合病院 三重県尾鷲市上野町5番25号 0597-22-3111 や 202

矢部 千鶴 内科 津ファミリークリニック 三重県津市押加部町16番46号 059-273-5000 や 208

湯浅 徹也 皮膚科・アレルギー科 ゆあさ皮フ科 三重県桑名市星見ヶ丘3-802-1 0594-31-8080 ゆ 81

湯村 文敏 内科 医療法人 愛援会 湯村内科 三重県名張市松崎町1343-1 0595-61-1212 ゆ 183

良雪 雅 内科、外科、小児科 いおうじ応急クリニック 三重県松阪市久保町1925 0598-38-3480 り 206

和気 正史 内科・泌尿器科・小児科 和気医院 三重県志摩市大王町波切3138-3 0599-72-0053 わ 125

渡部 泰和
消化器内科・胃腸科・内科・
外科・肛門外科

渡部クリニック 三重県津市乙部5番3号 059-246-6771 わ 161


