
※このほか、県内の医療機関でも実施しています。詳しくは、健康課へお問い合わせください。

医 療 機 関 名 住    所 電 話 番 号 医 療 機 関 名 住    所 電 話 番 号

 荒木内科循環器科 西豊浜町 ３８－０５５５  髙見内科 岡本１丁目 ２８－３９３１

 池田耳鼻咽喉科 浦口２丁目 ２８－７０４０  宅間内科 船江３丁目 ２２－０８０８

 石橋外科内科 河崎２丁目 ２８－５９０２  玉石産婦人科 御薗町長屋 ２２－５６５６

 伊勢慶友病院 常磐２丁目 (代）２２－１１５５  堤内科クリニック 西豊浜町 ３７－５０３０

 伊勢外宮前クリニック 宮後１丁目 ２1－１１１５  でぐち内科クリニック 二見町荘 ４４－１７１１

 いせ在宅医療クリニック 御薗町高向 ２０－８１０４  寺田クリニック 小木町 ３１－２０００

 伊勢志摩腎クリニック 村松町 ３８－２６２２  寺田外科医院 一志町 ２３－１５６１

 伊勢志摩レディスクリニック 黒瀬町 ２１－０８００  寺村内科クリニック 中之町 ２０－３１００

 伊勢田中病院 大世古４丁目 ２５－３１１１  德田ファミリークリニック 倭町 ２８－８４２５

 いせはまごうくらた内科 黒瀬町 ２1－５２５２  ながや内科クリニック 船江３丁目 ２７－３０００

 伊勢民主診療所 浦口４丁目 ２４－７１５６  西井耳鼻咽喉科 一志町 ２４－３３８７

 いせ山川クリニック 小木町 ３１－００３１  西山医院 宇治浦田２丁目 ２２－３３７６

 伊勢リウマチハンドクリニック 勢田町 ６３－５６９２  西山クリニック 一之木２丁目 ２１－２４８０

 いど胃腸科クリニック 一志町 ２８－３３５７  ハートクリニック福井 御薗町長屋 ２６－２１１１

 岩田医院 二俣１丁目 ２８－５３５６  橋上内科皮フ泌尿器科医院 岩渕２丁目 ２８－３４０２

 海野内科 浦口２丁目 ２３－１２１１  畠中医院 大湊町 ３６－４５７２

MG糖尿病・内分泌・甲状腺クリニック 勢田町 ２１－１１１２  濵口医院 神社港 ３６－４６７１

 大西皮ふ科 岡本３丁目 ２３－０３２２  はまぐち内科クリニック 上地町 ２０－９８８８

 おざき内科クリニック 御薗町高向 ２０－０１５５  林耳鼻咽喉科クリニック 楠部町 ２０－３３８７

 越智医院 小俣町明野 ３７－２２７５  東谷医院 神久５丁目 ２２－１１８１

 小野循環器科・内科 御薗町長屋 ２１－０６６０  東山胃腸科内科 小俣町元町 ２２－４３０９

 小原産婦人科 宮後１丁目 ２８－８１１１  藤井整形外科クリニック 楠部町 ２６－２００１

 かとうクリニック 一之木４丁目 ６３－５１１１  ふじさとこどもクリニック 藤里町 ２０－０２２０

 かとう耳鼻咽喉科 小木町 ３５－０７００  ふじわらクリニック 常磐１丁目 ２３－１２５８

 角前胃腸科医院 藤里町 ２３－５２１１  二見浦内科　アレルギー科・皮フ科・小児科 二見町茶屋 ４２－１１２２

 亀谷内科胃腸科 岩渕１丁目 ２２－１１０５  堀胃腸科医院 河崎１丁目 ２８－７５５６

 河口外科 神田久志本町 ２３－２２８８  松葉内科 本町 ２８－７８０２

 河崎クリニック 河崎１丁目 ２８－０１００  まつもとクリニック 黒瀬町 ２０－６９１１

 神田小児科 河崎１丁目 ２２－４５４５  宮村医院 河崎１丁目 ２８－４７４７

 菊川産婦人科 一之木５丁目 ２３－１５１５  村松有滝診療所 村松町 ３８－１２１２

 木村クリニック 船江１丁目 ２１－０００２  森本内科・循環器科 河崎１丁目 ２８－０１０１

 久保内科診療所 一之木３丁目 ２８－８７１８  やのはらクリニック 小俣町相合 ２５－８７４１

 倉田医院 常磐２丁目 ２８－７５５５  やまぐちレディースクリニック 小俣町本町 ２１－３００１

 くわやま整形外科リハビリクリニック 西豊浜町 ３８－００３８  山崎外科内科 楠部町 ２２－２２１８

 小林胃腸科内科 馬瀬町 ３６－６５００  山添整形外科 岡本２丁目 ２３－１２１２

 斎田耳鼻咽喉科 藤里町 ２４－１１１０  やまなかこどもクリニック 小俣町相合 ２０－８００５

 さいとう内科呼吸器科三重スリープクリニック　　　　小俣町相合 ２９－１１５９  やまむら内科内視鏡クリニック 一之木４丁目 ２１－３２１６

　※通院中・受診歴のある方のみ接種可能  山本医院 二見町溝口 ４４－２３２３

 清水内科 神田久志本町 ２２－０１００  山本医院 神久６丁目 ２０－１１４５

 鈴木小児科クリニック 岩渕２丁目 ２７－２６１１  山本内科クリニック 津村町 ３９－７７１７

 鷲見内科 宮後１丁目 ２８－２９５３  由井医院 岩渕２丁目 ２７－１１８７

 整形外科網谷医院 八日市場町 ２８－１１２２  和気ペインクリニック 岩渕２丁目 ２１－１３８０

※実施医療機関の変更があった場合は、市のホームページなどでお知らせします。
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