
（アイウエオ順）

医 療 機 関 名 所　在　地 電話番号 医 療 機 関 名 所　在　地 電話番号

神戸クリニック 玉城町佐田500－1 58－8499 宅間内科 船江３丁目6－18 22－0808

久瀬医院 玉城町佐田1750 58－3120 伊勢田中病院 大世古４丁目６－４７ 25-3111

玉城町国民健康保険玉城病院 玉城町佐田881 58－3039 玉石産婦人科 御薗町長屋2049 22－5656

たまき玉川クリニック 玉城町玉川286－1 58－1525 堤内科クリニック 西豊浜町87 37－5030

中嶋医院 玉城町蚊野2148－8 58－7067 積木内科小児科 岡本３丁目6－7 28－3738

なかむら耳鼻咽喉科 玉城町玉川653-1 58-0550 でぐち内科クリニック 二見町荘2141 44－1711

介護老人保健施設　弘樹苑 玉城町原字風呂山2835 58-5689 寺田クリニック 小木町260－1 31－2000

荒木内科循環器科 西豊浜町5444 38－0555 寺田外科医院 一志町3－13 23－1561

池田耳鼻咽喉科 浦口２丁目7-4 28-7040 寺村内科クリニック 中之町72－1 20－3100

石橋外科内科 河崎２丁目17－11 28－5902 德田ファミリークリニック 倭町132 28－8425

伊勢慶友病院 常盤２丁目7-28 22－1155 ながや内科クリニック 船江３丁目3－9 27－3000

伊勢外宮前クリニック 宮後1丁目6-10 21-1115 西山医院 宇治浦田２丁目4－74 22－3376

いせ在宅医療クリニック 御薗町高向927 20－8104 西井耳鼻咽喉科 一志町7-1 24-3387

伊勢志摩腎クリニック 村松町明野1379-5 38-2622 西山クリニック 一之木２丁目11－18 21－2480

伊勢志摩レディスクリニック 黒瀬町671－20 21－0800 橋上内科皮フ泌尿器科医院 岩渕２丁目2－3 28－3402

いせはまごうくらた内科 黒瀬町690－2 21－5252 畠中医院 大湊町862 36－4572

伊勢民主診療所 浦口４丁目2－13 24－7156 ハートクリニック福井 御薗町長屋1997－1 26－2111

いせ山川クリニック 小木町557 31-0031 濵口医院 神社港263 36－4671

伊勢リウマチハンドクリニック 勢田町569-2 63－5692 はまぐち内科クリニック 上地町4210－3 20－9888

いど胃腸科クリニック 一志町6－7 28－3357 林耳鼻咽喉科クリニック 楠部町202-30 20-3387

岩田医院 二俣１丁目4－16 28－5356 東谷医院 神久５丁目7－56 22－1181

海野内科 浦口２丁目2－13 23－1211 東山胃腸科内科 小俣町元町1159－2 22－4309

MG糖尿病・内分泌・甲状腺クリニック 勢田長４３１ 21-1112 藤井整形外科クリニック 楠部町乙139-2 26-2001

大西皮ふ科 岡本3丁目16-1 23-0322 ふじわらクリニック 常盤1丁目15-10 23-1258

おざき内科クリニック 御薗町高向686－27 20－0155 二見浦内科・アレルギー科・皮フ科・小児科 二見町茶屋147 42－1122

越智医院 小俣町明野726－1 37－2275 堀胃腸科医院 河崎１丁目12－1 28－7556

小野循環器科・内科 御薗町長屋2181 21－0660 まつだこどもクリニック 桜木町85-180 23-2525

小原産婦人科 宮後1丁目5-3 28-8111 松田内科 桜木町85－131 23－3131

かとうクリニック 一之木４丁目5－36 63－5111 松葉内科 本町5－13 28－7802

かとう耳鼻咽喉科 小木町183-1 35-0700 松本医院 神社港20－13 36－4693

角前胃腸科医院 藤里町698－15 23－5211 まつもとクリニック 黒瀬町1215 20-6911

亀谷内科胃腸科 岩渕１丁目13－3 22－1105 宮村医院 河崎１丁目4－30 28－4747

河口外科 神田久志本町1539－6 23－2288 村松有滝診療所 村松町3294－15 38－1212

河崎クリニック 河崎1丁目9-37 28-0100 森本内科・循環器科 河崎１丁目12－2 28－0101

神田小児科 河崎１丁目12－12 22－4545 やのはらクリニック 小俣町相合478-4 25-8741

菊川産婦人科 一之木5丁目15－5 23-1515 やまぐちレディースクリニック 小俣町本町3321 21－3001

木村クリニック 船江１丁目2－38 21－0002 山崎外科内科 楠部町乙77 22－2218

久保内科診療所 一之木３丁目5－13 28－8718 山添整形外科 岡本２丁目1－40 23－1212

倉田医院 常磐２丁目6－20 28－7555 やまなかこどもクリニック 小俣町相合480 20－8005

くわやま整形外科ﾘﾊﾋﾞﾘｸﾘﾆｯｸ 西豊浜町108 38-0038 やまむら内科内視鏡クリニック 一之木4丁目2-44 21-3216

小林胃腸科内科 馬瀬町1007 36－6500 山本医院 二見町溝口401－1 44－2323

斎田耳鼻咽喉科 藤里町671-5 24-1110 山本医院 神久6丁目8-48 20-1145

清水内科 神田久志本町1648 22－0100 山本内科クリニック 津村町792－1 39－7717

鈴木小児科クリニック 岩淵2丁目8-38 27-2611 由井医院 岩渕２丁目7－12 27－1187

鷲見内科 宮後１丁目8－4 28－2953 和気ペインクリニック 岩渕２丁目2－18 21－1380

整形外科網谷医院 八日市場町9-12 28-1122

髙見内科 岡本１丁目4－28 28－3931

※実施医療機関の変更があった場合は「広報たまき」などでお知らせします。

インフルエンザ予防接種実施医療機関（玉城町・伊勢市内分）

※このほか、三重県内の医療機関でも実施しています。　　　　　　　　　　R2.9月現在
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