
　　三重県内病院一覧 R5.1.1現在

名　称 開設者 郵便番号 所在地住所 電話番号

もりえい病院 医療法人普照会 511-0038 桑名市内堀28番地1 0594-23-0452

桑名市総合医療センター 地方独立行政法人桑名市総合医療センター 511-0061 桑名市寿町3丁目11番地 0594-22-1211

医療法人桑名病院 医療法人桑名病院 511-0063 桑名市京橋町30 0594-22-0460

青木記念病院 医療法人財団青木会 511-0068 桑名市中央町5丁目7 0594-22-1711

医療法人社団橘会多度あやめ病院 医療法人社団　橘会 511-0101 桑名市多度町柚井1702 0594-48-2171

山崎病院 医療法人誠会 511-0836 桑名市江場1365 0594-22-0983

ヨナハ丘の上病院 医療法人尚徳会 511-0868 桑名市さくらの丘1番地 0594-41-4781

長島中央病院 医療法人(社団)佐藤病院 511-1137 桑名市長島町福吉271 0594-45-0555

大安病院 武藤菊紀 511-0284 いなべ市大安町梅戸732-2 0594-77-0311

北勢病院 医療法人北勢会 511-0427 いなべ市北勢町麻生田1525 0594-72-2611

三重県厚生農業協同組合連合会
三重北医療センターいなべ総合病院

三重県厚生農業協同組合連合会 511-0428 いなべ市北勢町阿下喜771 0594-72-2000

日下病院 医療法人(社団)大和会 511-0428 いなべ市北勢町阿下喜680 0594-72-2511

大仲さつき病院 医療法人　大仲会 511-0243 員弁郡東員町穴太2000 0594-76-5511

東員病院 医療法人康誠会 511-0243 員弁郡東員町穴太2400 0594-76-2345

四日市羽津医療センター 独立行政法人地域医療機能推進機構 510-0016 四日市市羽津山町10-8 059-331-2000

医療法人石田胃腸科病院 医療法人石田会 510-0061 四日市市朝日町1-15 059-353-3313

医療法人徳洲会四日市徳洲会病院 医療法人徳洲会 510-0821 四日市市久保田二丁目１番２号 059-355-2980

主体会病院 医療法人社団主体会 510-0823 四日市市城北町8-1 059-354-1771

医療法人社団山中胃腸科病院 医療法人社団山中胃腸科病院 510-0958 四日市市小古曽3丁目5番33号 059-345-0511

医療法人富田浜病院 医療法人　富田浜病院 510-8008 四日市市富田浜町26-14 059-365-0023

三重県立総合医療センター 地方独立行政法人三重県立総合医療ｾﾝﾀｰ 510-8561 四日市市日永5450番地132 059-345-2321

市立四日市病院 四日市市 510-8567 四日市市芝田2丁目2番37号 059-354-1111

総合心療センタ－ひなが 社会医療法人　居仁会 510-8575 四日市市大字日永5039番地 059-345-2356

医療法人尚豊会みたき総合病院 医療法人　尚豊会 512-0911 四日市市生桑町菰池458-1 059-330-6000

水沢病院 医療法人　安仁会 512-1105 四日市市水沢町638番地の3 059-329-3111

小山田記念温泉病院 医療法人社団主体会 512-1111 四日市市山田町5538番地の1 059-328-1260

四日市消化器病センター 医療法人社団プログレス 512-1203 四日市市下海老高松１８５番３ 059-326-3000

三重県厚生農業協同組合連合会
三重北医療センター菰野厚生病院

三重県厚生農業協同組合連合会 510-1234 三重郡菰野町大字福村75番地 059-393-1212

三重県厚生農業協同組合連合会鈴鹿厚生病院 三重県厚生農業協同組合連合会 510-0226 鈴鹿市岸岡町589-2 059-382-1401

白子ウィメンズホスピタル 医療法人　栄恵会 510-0235 鈴鹿市南江島町9-15 059-388-2221

鈴鹿さくら病院 医療法人　鈴桜会 513-0009 鈴鹿市中冨田町中谷518番地 059-378-7107

高木病院 医療法人社団  義人会 513-0014 鈴鹿市高岡町550番地 059-382-1385

村瀬病院 医療法人  博仁会 513-0801 鈴鹿市神戸3-12-10 059-382-0330

鈴鹿医療科学大学附属桜の森病院 学校法人  鈴鹿医療科学大学 513-0816 鈴鹿市南玉垣町7300番地1 059-340-7411

医療法人誠仁会塩川病院 医療法人　誠仁会 513-0844 鈴鹿市平田1-3-7 059-378-1417

独立行政法人国立病院機構鈴鹿病院 独立行政法人国立病院機構 513-8501 鈴鹿市加佐登3-2-1 059-378-1321

鈴鹿回生病院 社会医療法人　峰和会 513-8505 鈴鹿市国府町字保子里112番地の1 059-375-1212

三重県厚生農業協同組合連合会鈴鹿中央総合病院 三重県厚生農業協同組合連合会 513-8630 鈴鹿市安塚町山之花1275-53 059-382-1311

亀山回生病院 社会医療法人　峰和会 519-0124 亀山市東御幸町字穴淵232番地 0595-84-0300

田中病院 田中優子 519-0159 亀山市西丸町539 0595-82-1335

亀山市立医療センター 亀山市（亀山市病院事業管理者） 519-0163 亀山市亀田町466-1 0595-83-0990

大門病院 医療法人社団　雄飛会　 514-0027 津市大門1番3号 059-226-5525

遠山病院 医療法人　同心会 514-0043 津市南新町17－22 059-227-6171

武内病院 医療法人　暲純会 514-0057 津市一色町215番地1 059-226-1111

医療法人吉田クリニック 医療法人　社団壽康会 514-0103 津市栗真中山町下沢79-5 059-232-3001

岩崎病院 医療法人　思源会 514-0114 津市一身田町333番地 059-232-2216

第二岩崎病院 医療法人　思源会 514-0114 津市一身田町387番地 059-232-2316
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独立行政法人国立病院機構三重病院 独立行政法人国立病院機構 514-0125 津市大里窪田町357 059-232-2531

三重県立子ども心身発達医療センター 三重県 514-0125 津市大里窪田町340番5 059-253-2000

津生協病院 みえ医療福祉生活協同組合 514-0801 津市船頭町1721 059-225-2848

医療法人倉本病院倉本内科病院 医療法人　倉本病院 514-0805 津市下弁財町津興3040番地 059-227-6711

三重県立こころの医療センター 三重県（三重県病院事業管理者） 514-0818 津市城山1丁目12－1 059-235-2125

若葉病院 医療法人愛誠会 514-0832 津市南中央28番13号 059-227-0207

独立行政法人国立病院機構三重中央医療センター 独立行政法人国立病院機構 514-1101 津市久居明神町2158-5 059-259-1211

井上内科病院 医療法人井上内科病院 514-1114 津市久居井戸山町759番地 059-256-6665

医療法人久居病院 医療法人  久居病院 514-1138 津市戸木町5043 059-255-2986

榊原白鳳病院 医療法人  凰林会 514-1251 津市榊原町5630番地 059-252-2300

独立行政法人国立病院機構榊原病院 独立行政法人国立病院機構 514-1292 津市榊原町777 059-252-0211

榊原温泉病院 医療法人  暲純会 514-1293 津市榊原町1033-4 059-252-1111

藤田医科大学七栗記念病院 学校法人  藤田学園 514-1295 津市大鳥町424-1 059-252-1555

国立大学法人三重大学医学部附属病院 国立大学法人　三重大学 514-8507 津市江戸橋2-174 059-232-1111

医療法人永井病院 医療法人　永井病院 514-8508 津市西丸之内29-29 059-228-5181

三重県立一志病院 三重県（三重県病院事業管理者） 515-3133 津市白山町南家城616 059-262-0600

医療法人寺田病院 医療法人(社団)寺田病院 518-0441 名張市夏見３２６０－１ 0595-63-9001

名張市立病院 名張市 518-0481 名張市百合が丘西1番町178番地 0595-61-1100

社会医療法人畿内会岡波総合病院 社会医療法人畿内会 518-0121 伊賀市上之庄2711番地1 0595-21-3135

一般財団法人信貴山病院分院上野病院 一般財団法人信貴山病院 518-0823 伊賀市四十九町２８８８ 0595-21-5010

伊賀市立上野総合市民病院 伊賀市 518-0823 伊賀市四十九町８３１ 0595-24-1111

森川病院 医療法人森川病院 518-0854 伊賀市上野忍町２５１６の７ 0595-21-2425

医療法人桜木記念病院 医療法人　桜木記念病院 515-0034 松阪市南町443-4 0598-21-5522

松阪厚生病院 齋藤　純一 515-0044 松阪市久保町1927-2 0598-29-1311

花の丘病院 医療法人　松徳会 515-0052 松阪市山室町707番地3 0598-29-8700

南勢病院 齋藤　洋一 515-0052 松阪市山室町2275 0598-29-1721

松阪市民病院 松阪市 515-8544 松阪市殿町1550番地 0598-23-1515

恩賜財団済生会松阪総合病院 恩賜財団済生会 515-8557 松阪市朝日町一区15番地の6 0598-51-2626

三重県厚生農業協同組合連合会松阪中央総合病院 三重県厚生農業協同組合連合会 515-8566 松阪市川井町字小望102 0598-21-5252

三重ハートセンター 医療法人三重ハートセンター 515-0302 多気郡明和町大字大淀2227番地1 0596-55-8188

恩賜財団済生会明和病院 恩賜財団済生会 515-0312 多気郡明和町上野435 0596-52-0131

三重県厚生農業協同組合連合会大台厚生病院 三重県厚生農業協同組合連合会 519-2403 多気郡大台町上三瀬663-2 0598-82-1313

市立伊勢総合病院 伊勢市 516-0014 伊勢市楠部町3038 0596-23-5111

医療法人全心会伊勢慶友病院 医療法人全心会 516-0041 伊勢市常磐２丁目7-28 0596-22-1155

伊勢田中病院 医療法人　田中病院 516-0079 伊勢市大世古４丁目6番47号 0596-25-3111

伊勢赤十字病院 日本赤十字社 516-8512 伊勢市船江1丁目471番2 0596-28-2171

豊和病院 医療法人豊和会 517-0501 志摩市阿児町鵜方2555番地9 0599-43-1511

三重県立志摩病院 三重県（三重県病院事業管理者） 517-0595 志摩市阿児町鵜方1257 0599-43-0501

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

玉城町国民健康保険玉城病院 玉城町 519-0414 度会郡玉城町佐田881 0596-58-3039

町立南伊勢病院 南伊勢町 516-0109 度会郡南伊勢町船越2545 0599-66-0011

尾鷲総合病院 尾鷲市 519-3693 尾鷲市上野町5番25号 0597-22-3111

医療法人紀南会熊野病院 医療法人紀南会 519-4326 熊野市久生屋町868番地 0597-89-2711

長島回生病院 社会医療法人　峰和会 519-3204 北牟婁郡紀北町東長島2番地 05974-7-1651

第一病院 医療法人慈心会 519-3403 北牟婁郡紀北町上里225番地8 0597-36-1111

紀南病院組合立紀南病院 紀南病院組合 519-5293 南牟婁郡御浜町阿田和4750 05979-2-1333
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