
医療機関名 住　　　所 診　療　科　目
青木医院 松阪市飯南町横野字中道ノ下353-2 内科
東医院 多気郡多気町相可1044 内科
あらおと整形クリニック 松阪市久保田町5-7 整形外科・リハビリ
いおうじ応急クリニック 松阪市久保町1925 内科
いかみクリニック 松阪市鎌田町651-22 内科
井口小児科 松阪市嬉野須賀町1455-3 小児科
石田クリニック 松阪市大口町154-1 内科・胃腸科・外科
伊勢志摩腎クリニック 松阪市宮町堂ノ後153-1 人工透析・血管外科
岩崎耳鼻咽喉科医院 松阪市京町１区29-1 耳鼻咽喉科
イワサ小児科 松阪市下村町527 小児科
宇野胃腸内科・脳神経内科 松阪市市場庄町1105-3 内科
梅田クリニック 多気郡明和町斎宮北野3726-2 内科
嬉野医院 松阪市嬉野町1425-3 内科
うれしの太田クリニック 松阪市嬉野算所町515-1 内科・眼科
大井循環器科内科 松阪市湊町198 内科・循環器科
大久保クリニック 松阪市宝塚町1509-5 内科・小児科
大台町報徳診療所 多気郡大台町江馬127 内科
おおたクリニック 松阪市下村町993 外科
大谷医院 松阪市川井町2711 内科
大辻整形外科 松阪市大黒田町1841-1 整形外科・リウマチ科
大西内科 松阪市駅部田町232 内科・呼吸器科
おおはし小児科 松阪市大足町671-2 小児科
おかの医院 松阪市嬉野中川新町1丁目6 内科
おひさま在宅クリニック 松阪市川井町157-1 内科
カイバナ眼科クリニック 松阪市垣鼻町1638-21 眼科
かいばな内科クリニック 松阪市垣鼻町1761-23 内科
河合産婦人科 松阪市船江町3-3 産科・婦人科
北大路眼科 松阪市嬉野中川町838-8 眼科
北島医院 多気郡明和町竹川353 内科
櫛谷内科クリニック 多気郡明和町金剛坂816-66 内科
くしもと整形外科 松阪市嬉野中川町822-5 整形外科
倉田耳鼻咽喉科 松阪市川井町909-1 耳鼻咽喉科
小坂クリニック 松阪市嬉野中川新町2丁目23 内科・外科
こにし内科 松阪市伊勢寺町2927-1 内科
小西皮ふ科 松阪市南町238-1 皮膚科
小林医院 松阪市丹生寺町127-40 内科・呼吸器内科　
小林内科胃腸科 松阪市本町2195-1 内科・胃腸科・外科
小林内科クリニック 松阪市飯南町粥見2461-1 内科
駒田医院泌尿器科・皮膚科 松阪市殿町1465-20 泌尿器科・皮膚科
こむら胃腸内科 松阪市船江町471-10 内科・消化器内科
こやまクリニック 多気郡大台町佐原宮前457-20 内科
済生会明和病院 多気郡明和町大字上野435 内科
在宅医療クリニック　ゆめ 松阪市田村町六才476-1 内科
桜木記念病院 松阪市南町443-4 内科・乳腺・皮膚科
ささおこどもクリニック 松阪市川井町892-2 小児科・内科
耳鼻咽喉科ののやまクリニック 松阪市下村町1001-1 耳鼻咽喉科
清水医院 松阪市小黒田町251-2 皮膚科
上瀬クリニック 多気郡大台町新田472-4 内科
杉岡内科クリニック 松阪市曽原町1134-1 内科
隅本整形外科 松阪市駅部田町1720-1 整形外科
高橋整形外科　ちさと眼科 松阪市大口町279-5 整形外科・眼科
高橋内科 多気郡大台町栃原1242-11 内科
たるみ内科胃腸科 松阪市新町946-1 内科・胃腸科
垂見内科クリニック 松阪市小津町274 内科
津田医院 多気郡多気町西池上寺尻1297-1 内科
とうご小児科 松阪市光町1070-5 小児科
とみだ整形外科 松阪市久保町下前304-3 整形外科
とみやま外科内科医院 松阪市中万町1424 内科・外科・胃腸科



ナオミレディ－スクリニック 松阪市深長町823 産婦人科
中井整形外科 多気郡明和町竹川33-31 整形外科
中島医院 松阪市猟師町高須72-1 内科
中川医院 松阪市豊原町295-17 内科・消化器内科
中村クリニック 松阪市大黒田町971 胃腸科
中村内科・循環器科 松阪市射和町307-1 内科
中村脳外科クリニック 松阪市駅部田町752-1 神経内科・内科・脳外科
なかむら内科クリニック 松阪市鎌田町195番地18 内科
南勢病院 松阪市山室町2275 精神科
西井一浩クリニック 松阪市高町192-5 内科
虹が丘クリニック 松阪市上川町高田4322-1 内科・呼吸器内科・外科　
にじがおか整形外科クリニック 松阪市上川町高田4322-6 整形外科
のせ産婦人科 松阪市田村町467-7 産婦人科
野々山耳鼻咽喉科 松阪市大黒田町469-1 耳鼻咽喉科
野呂医院 松阪市小片野町302 内科
はかまだ皮膚泌尿器科医院 松阪市京町169-1 泌尿器科
はせがわこどもクリニック 松阪市射和町603 小児科
花の丘病院 松阪市山室町707-3 内科
浜田内科胃腸科 松阪市久保町西沖487-1 内科
林内科 松阪市春日町2丁目8-1 内科
東山内科 松阪市五月町1386-5 内科
平岡内科循環器科 松阪市南町200-16 内科
藤田整形外科 多気郡多気町相可中尾1687-2 整形外科
ふなだ外科内科クリニック 松阪市上川町2279-1 外科
堀江クリニック 松阪市鎌田町234-1 内科
まつおか内科　循環器内科 松阪市川井町969-3 内科
松阪　宮村眼科 松阪市若葉町486 眼科
松阪にしむら整形外科 松阪市船江町519-1 整形外科
松本クリニック 松阪市駅部田町1619-45 内科・産婦人科
松山神経内科 松阪市川井町728-8 神経内科
まとかた大西クリニック 松阪市東黒部町835 内科・脳神経外科
まんのう整形外科 松阪市松崎浦町96-1 整形外科
南産婦人科 松阪市下村町1041 産婦人科
宮前診療所 松阪市飯高町宮前1104 内科
宮村医院 松阪市小阿坂町299-1 内科
みやむらクリニック 松阪市目田町327-5 内科
むとうクリニック 松阪市嬉野小村町522-2 外科・循外
明和ファミリークリニック 多気郡明和町大字前野415-8 内科
森岡皮膚科クリニック 多気郡明和町金剛坂812-39 皮膚科
森診療所 松阪市飯高町森1410 内科
もりた内科医院 多気郡明和町大字大淀2444-1 内科
薬王堂医院 松阪市嬉野薬王寺町786 内科・整形外科
安田小児科内科 松阪市上川町2194-3 内科
やました整形外科 松阪市小黒田町271-3 整形外科
山田整形外科・明星診療所 多気郡明和町明星1749-1 整形外科
山中胃腸科クリニック 松阪市田村町446-2 内科
やまなか脳神経クリニック 松阪市嬉野中川新町1丁目3番 脳神経外科
横山内科クリニック 松阪市西之庄町78-2 内科
よしざわ内科消化器科 松阪市井村町478-1 内科
よしむら医院 松阪市大黒田町431 内科
わきたに眼科 松阪市下村町1843-6 眼科
鷲尾小児科 松阪市殿町1466-41 小児科
増山医院 松阪市魚町1693 小児科
中川医院 松阪市豊原町295-17 外科
矢津内科 松阪市大黒田町821-4 内科


