
外国語で対応可能な医療機関リスト（三重県内）

機関略名称 診療科目 電話番号 住所 言語 レベル

1
青木記念病院
Aoki Kinen Byouin

外科、内科、整形外科、呼吸器科、循環
器内科、消化器内科（胃腸内科）、皮膚
科、小児科、肛門外科、脳神経外科、形
成外科、ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科、放射線科、麻
酔科、神経内科、ｱﾚﾙｷﾞｰ科、ﾘｳﾏﾁ科、
泌尿器科

0594-22-1711
桑名市中央町５－７
クワナシチュウオウチョウ

英語 ◎

2
桑名南医療センター
Kuwana Minami Iryo Center

循環器内科、心臓血管外科、内科、外
科、消化器内科

0594-22-0650
桑名市中央町１丁目３２番地１
クワナシチュウオウチョウ

英語 ○

3
桑名東医療センター
Kuwana Higashi Iryo Center

内科、循環器内科、消化器内科、腎臓内
科、呼吸器内科、膠原病リウマチ内科、
神経内科、外科、心臓血管外科、呼吸器
外科、脳神経外科、整形外科、リウマチ
科、リハビリテーション科、小児科、産婦
人科、周産期内科、眼科、耳鼻咽喉科、
泌尿器科、皮膚科、精神科、麻酔科、糖
尿病外来、漢方外来、もの忘れ外来

0594-22-1211
桑名市寿町３－１１
クワナシコトブキチョウ

ポルトガル
語、スペイン
語

◎

4
ウエルネス医療クリニック
Wellness Iryo Clinic

整形外科、耳鼻いんこう科 、リハビリ
テーション科

0594-24-6914
桑名市新西方３－２１８
クワナシシンニシカタ

英語 ○

5
まつだ小児科クリニック
Matsuda Shounika Clinic

小児科、アレルギー科 0594-24-7225
桑名市藤が丘９－１０６
クワナシフジガオカ

英語 ○

6
辻クリニック
Tsuji Clinic

内科、脳神経外科、リハビリテーション科 0594-27-6111
桑名市明正通2-464
クワナシメイセイドオリ

英語 ○

7
やまかわクリニック
Yamakawa Clinic

内科、形成外科、皮膚科、泌尿器科、美
容外科、美容内科

0594-32-7778
桑名市大仲新田２５６－１６
クワナシオオナカシンデン

英語 ◎

8
おざわ整形外科
Ozawa  Seikeigeka

整形外科、リウマチ科、リハビリテーショ
ン科

0594-31-8000
桑名市野田３－１９－９
クワナシノダ

英語 ○

9
桑名メディカルクリニック
Kuwana Medical Clinic

耳鼻いんこう科、小児科 0594-31-8733
桑名市大山田１丁目7-8
クワナシオオヤマダ

英語 ○

10
田中クリニック
Tanaka Clinic

内科、脳神経外科、神経内科、外科、リ
ハビリテーション科

0594-27-7800
桑名市青葉町１－１３
クワナシアオバチョウ

英語 ○

11
中部眼科
Chubu Ganka

眼科 0594-23-1120
桑名市東方福島前７６８－１
クワナシヒガシカタフクジママエ

英語 ○

12
正和台伊藤内科クリニック
Itoh Naika Clinic

内科、小児科 0594-31-4080
桑名市赤尾１３４４－３
クワナシアコオ

英語 ○

13
野崎耳鼻咽喉科
Nozaki Jibiinkouka

耳鼻いんこう科 0594-21-6387
桑名市東方１８０８－１
クワナシヒガシカタ

英語 ○

14
ひだまり眼科
Hidamari Ganka

眼科 0594-32-5511
桑名市陽だまりの丘７丁目１６０１
クワナシヒダマリノオカ

英語 ○

15
松原クリニック
Matsubara Clinic

心療内科 0594-21-0366
桑名市桑栄町２　桑栄メイト３階
クワナシソウエイチョウ

英語 ○

台湾語、北
京語

◎

英語 ○

17
宮口内科循環器科
Miyaguchi Naika Junkankika

内科、循環器内科、消化器内科、呼吸器
内科、小児科

0594-32-1222
桑名市星見ケ丘９－１０２１
クワナシホシミガオカ

英語 ○

18
吉本内科クリニック
Yoshimoto Naika Clinic

内科、循環器内科、呼吸器内科 0594-23-5055
桑名市西方５０２－１
クワナシニシカタ

英語、ドイツ
語

○

19
佐藤内科
Satou Naika

内科、リウマチ科、呼吸器科 0594-27-5137
桑名市福島新町２６
クワナシフクジマシンマチ

英語 ◎

20
きたか歯科
Kitaka Shika

歯科、小児歯科 0594-23-3154
桑名市福島新町１６番
クワナシフクジマシンマチ

英語 ○

ハングル ◎

英語 ○

22
ヒルカワ歯科
Hirukawa Shika

歯科、矯正歯科、小児歯科 0594-22-8336
桑名市矢田７６５
クワナシヤダ

英語 ○

23
こんどう歯科
Kondo Shika

歯科、小児歯科 0594-23-1515
桑名市桜通１８
クワナシサクラドオリ

英語 ○

24
小川歯科医院
Ogawa Shika Iin

歯科 0594-23-2070
桑名市西別所１２００－３１３
クワナシニシベッショ

英語 ○

25
(医)良美会桑名歯科
Ryobikai Kuwana Shika

歯科、小児歯科、歯科口腔外科、矯正歯
科

0594-42-1811
桑名市長島町出口６３
クワナシナガシマチョウデグチ

英語 ○

26
山崎歯科医院
Yamazaki Shika Iin

歯科、矯正歯科、小児歯科 0594-22-0358
桑名市江場屋敷３４９－３
クワナシエバヤシキ

英語 ○

27
むつみ歯科クリニック
Mutsumi Shika Clinic

歯科 0594-21-9399
桑名市大央町４８－５
第２大和ビル２Ｆ
クワナシダイオウチョウ

英語 ○

28
ふじた歯科
Fujita Shika

歯科、小児歯科 0594-42-3718
桑名市長島町西外面１５８０－１
クワナシナガシマチョウニシドモ

英語 ◎

29
立松歯科医院
Tatematsu Shika Iin

歯科、小児歯科、矯正歯科 0594-31-8418
桑名市陽だまりの丘２－１５０１
クワナシヒダマリノオカ

英語 ○

30
いなべ総合病院
Inabe Sougou Byouin

皮膚科、小児科、外科、内科、整形外
科、    耳鼻いんこう科、産婦人科、泌尿
器科、脳神経外科、眼科

0594-72-2000
いなべ市北勢町阿下喜７７１
イナベシホクセイチョウアゲキ

英語 ○

桑栄歯科
Souei Shika

歯科、歯科口腔外科、小児歯科、矯正歯
科

0594-22-6146
桑名市桑栄町２桑栄メイトビル３階
クワナシソウエイチョウ

平成29年2月10日現在

◎：言葉に不自由することなく診療が可能     ○：日常会話程度の会話力ではあるが診療が可能

南皮フ科
Minami Hifuka

皮膚科 0594-24-8883
桑名市伝馬町１２－２
アメニティ桑名１階
クワナシテンマチョウ
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31
林医院
Hayashi Iin

内科、循環器科、小児科、皮膚科 0594-72-2288
いなべ市北勢町阿下喜１０５４番地
イナベシホクセイチョウアゲキ

英語 ◎

32
わたなべ整形外科
Watanabe Seikeigeka

整形外科、リウマチ科、外科、リハビリ
テーション科、内科、皮膚科

0594-84-1700 いなべ市員弁町大泉新田５
イナベシイナベチョウオオイズミシンデン

英語 ○

33
小笠原内科
Ogasawara Naika

内科、消化器内科、循環器内科、呼吸器
内科、小児科、リハビリテーション科

0594-84-2233 いなべ市員弁町大泉新田５５－１
イナベシイナベチョウオオイズミシンデン

英語 ○

34
杉山医院
Sugiyama Iin

内科、小児科 0594-46-2012 いなべ市藤原町志礼石新田９６
イナベシフジワラチョウシレイシシンデン

スペイン語、
英語

○

35
萩原クリニック
Hagiwara Clinic

内科 0594-77-0154
いなべ市大安町門前５８３－２
イナベシダイアンチョウモンゼン

英語 ○

36
藤井内科
Fujii Naika

内科 0594-46-8833
いなべ市藤原町川合９５４－１
イナベシフジワラチョウカワイ

英語 ○

37
いなべこどもクリニック
Inabe Kodomo Clinic

小児科、アレルギー科 0594-84-0123
いなべ市員弁町大泉２５１２－１
イナベシイナベチョウオオイズミ

英語 ○

38
森歯科クリニック
Mori Shika Clinic

歯科、小児歯科 0594-46-4103
いなべ市藤原町下野尻４１９
イナベシフジワラチョウシモノジリ

英語 ○

39
いなべ歯科病院
Inabe Shika Byouin

歯科 059-74-6471
いなべ市員弁町東一色９７７
イナベシイナベチョウヒガシイッシキ

ハングル語
フィリピノ語
英語

〇

40
とういん眼科クリニック
Touin Ganka Clinic

眼科 0594-86-2112 員弁郡東員町六把野新田１５３
イナベグントウインチョウロッパノシンデン

英語 ○

41
きひら内科消化器科
Kihira Naika Shoukakika

内科、消化器内科 0594-82-7001
員弁郡東員町山田１７６１
イナベグントウインチョウヤマダ

英語 ○

42
大長歯科
Ohnaga Shika

歯科、小児歯科、矯正歯科 0594-76-2224
員弁郡東員町長深３３８３
イナベグントウインチョウナガフケ

英語 ○

43
来田整形外科
Kida Seikeigeka

整形外科、リウマチ科、リハビリ科、内
科、麻酔科

059-346-2558
四日市市日永１－７－１９
ヨッカイチシヒナガ

フランス語、
ドイツ語、英
語

○

44
佐藤クリニック
Satou Clinic

循環器科、整形外科、リハビリテーション
科、 呼吸器科、胃腸科、内科、外科、リ
ウマチ科、放射線科

059-353-9261
四日市市中納屋町４－１
ヨッカイチシナカナヤチョウ

英語 ○

45
岸本内科
Kishimoto Naika

内科 059-328-2024
四日市市鹿間町２２５－１
ヨッカイチシシカマチョウ

英語 ○

46
高見台クリニック
Takamidai Clinic

内科、小児科、アレルギー科 059-339-1118
四日市市高見台１－２２－１
ヨッカイチシタカミダイ

英語 ○

47
西村内科小児科
Nishimura Naika Shounika

内科、小児科、循環器内科、アレルギー
科

059-352-3604
四日市市中部１２－５
ヨッカイチシチュウブ

英語 ○

48
ひがし胃腸科内科クリニック
Higashi Ichouka Clinic

内科、消化器内科（胃腸内科） 059-320-2110
四日市市川島町５９６９－７
ヨッカイチシカワシマチョウ

英語 ○

イタリア語 ◎
英語 ○

50
やましたクリニック
Yamashita Clinic

泌尿器科、皮膚科 059-361-7700
四日市市天カ須賀４－７－２０
ヨッカイチシアマガスカ

英語 ○

51
いとう内科消化器科
Ito Naika Shoukakika

内科、循環器内科、腎臓内科、糖尿病内
科、消化器内科、呼吸器内科、アレル
ギー科

059-350-7775
四日市市中川原２－３－８
ヨッカイチシナカガワラ

英語 ○

52
小林内科胃腸科
Kobayashi Naika Ichouka

内科、胃腸科、小児科、放射線科、アレ
ルギー科、リハビリテーション科

059-364-0006
四日市市富田１－９－３
ヨッカイチシトミダ

英語 ○

英語、フラン
ス語

◎

ポルトガル
語、ハング

○

54
アクエア・メディカル・ステーション

Aquair Medical Station
小児科、アレルギー科、皮膚科 059-366-0030

四日市市大矢知町１０６７－１
ヨッカイチシオオヤチチョウ

英語 ◎

55
あさけが丘診療所
Asakegaoka Shinryosho

整形外科、眼科、内科 059-337-3417
四日市市あさけが丘２－１－１１２
ヨッカイチシアサケガオカ

英語 ○

56
いくわ眼科
Ikuwa Ganka

眼科 059-330-0198
四日市市生桑町１９６－１
ヨッカイチシイクワチョウ

英語 ○

57
石川内科医院
Ishikawa Naika Iin

内科 059-364-2711
四日市市天カ須賀５丁目１番１０－３
ヨッカイチシアマガスカ

英語 ○

58
いとう小児科
Itou Shounika

小児科 059-322-2311
四日市市笹川８－６８－１５
ヨッカイチシササガワ

英語 ○

59
重盛医院･乳腺クリニック
Shigemori Iin Nyusen Clinic

乳腺科、外科、一般内科、化学療法 059-321-2350
四日市市笹川６丁目２９番地の２
ヨッカイチシササガワ

英語 ◎

60
稲垣耳鼻咽喉科
Inagaki Jibiinkouka

耳鼻いんこう科、気管食道科 059-355-4133
四日市市松本３－１３－２
ヨッカイチシマツモト

英語 ○

61
位田内科循環器科
Inden Naika Junkankika

内科、循環器内科 059-348-1800
四日市市馳出町３－６－３
ヨッカイチシハセダシチョウ

英語 ○

62
うつべ中野整形外科
Utsube Nakano Seikeigeka

整形外科 059-320-1818
四日市市貝家町３０６－１
ヨッカイチシカイゲチョウ

英語 ○

63
桜花台こどもクリニック
Oukadai Kodomo Clinic

小児科、アレルギー科、内科、皮膚科
059-325-2211

四日市市桜花台１－３５－４
ヨッカイチシオウカダイ

英語 ○

64
大岩小児科医院
Oiwa Shonika Iin

小児科 059-347-1718
四日市市采女が丘３－３０－１
ヨッカイチシウネメガオカ

英語 ○

65
おかだ眼科
Okada Ganka

眼科、アレルギー科 059-327-1155
四日市市智積町６０３０－１
ヨッカイチシチシャクチョウ

英語 ○

66
奥山内科
Okuyama Naika

内科 059-363-0838
四日市市平津新町２６０－６３２
ヨッカイチシヘイヅシンマチ

英語 ○

67
小野医院
Ono Iin

内科、小児科 059-331-3322
四日市市川原町３４－７
ヨッカイチシカワラマチ

英語 ○

68
おの心のクリニック
Ono Kokoro No Clinic

精神科、心療内科 059-352-1151
四日市市松本３－１０－２７
ヨッカイチシマツモト

英語 ○

あがたクリニック
Agata Clinic

内科、神経内科、外科 059-326-6333
四日市市下海老町１６３－１
ヨッカイチシシモエビチョウ

49
山中内科･小児科
Yamanaka Naika Shounika

内科、小児科 059-365-6151
四日市市松原町８－１１
ヨッカイチシマツバラチョウ

53
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69
片岡整形外科
Kataoka  Seikeigeka

整形外科 059-322-6066
四日市市西日野町１５９４－１
ヨッカイチシニシヒノチョウ

英語 ○

70
加藤整形外科
Kato Seikeigeka

整形外科、リハビリテーション科、リウマ
チ科

059-365-5252
四日市市下さざらい町８４３
ヨッカイチシシモサザライチョウ

英語 ○

71
はやかわ矯正歯科
Hayakawa Kyousei Shika

矯正歯科 059-333-6388
四日市市八田２丁目１－２
ヨッカイチシハッタ

英語 ○

72
（医）滋誠会デンタルクリニックフクオカ

Jiseikai Dental Clinic Fukuoka
歯科、歯科口腔外科、矯正歯科 059-353-6800

四日市市鵜の森１丁目４－１０
ヨッカイチシウノモリ

英語 ◎

73
アイ歯科
Ai Shika

歯科、歯科口腔外科、小児歯科、矯正歯
科

059-346-0077
四日市市泊小柳町１番１８号
ヨッカイチシトマリコヤナギチョウ

英語 ○

74
らいおん歯科
Lion Shika

歯科、矯正歯科、小児歯科 059‐365‐9287
四日市市下さざらい町13－19
ヨッカイチシシモサザライチョウ

英語 ○

75
小林産婦人科医院
Kobayashi Sanfujinka Iin

産婦人科 059-322-1131
四日市市川島町６６６３－２
ヨッカイチシカワシマチョウ

英語 ○

76
さくらクリニック
Sakura Clinic

内科、放射線科 059-326-8000
四日市市桜町１２７８－２
ヨッカイチシサクラチョウ

英語 ○

英語 ◎
ポルトガル
語、スペイン
語

○

78
すが内科
Suga Naika

内科、消化器内科（胃腸内科）、循環器
内科、    呼吸器内科、リハビリテーショ
ン科

059-325-2255
四日市市菅原町８２８
ヨッカイチシスガワラチョウ

英語 ○

79
センター眼科
Center Ganka

眼科 059-357-1600
四日市市鵜の森１－１－８
中部視力センタービル　２Ｆ
ヨッカイチシウノモリ

英語 ○

80
種村耳鼻咽喉科
Tanemura Jibiinkouka

耳鼻咽喉科 059-352-4415
四日市市浜田町７－２
ヨッカイチシハマダチョウ

英語 ○

81
東海内科クリニック
Toukai Naika Clinic

内科、小児科 059-322-6511
四日市市浮橋２-１９-７
ヨッカイチシウキハシ

英語 ○

82
中嶋循環器科内科
Nakajima Junkankika Naika

内科、循環器内科、呼吸器内科、小児
科、アレルギー科

059-352-2211
四日市市幸町６－９
ヨッカイチシサイワイチョウ

英語 ○

83
西浦クリニック
Nishiura Clinic

内科、小児科、循環器内科、消化器内
科、呼吸器内科、リハビリテーション科

059-355-5656
四日市市西浦１丁目２－８
ヨッカイチシニシウラ

英語 ○

84
野北医院
Nogita Iin

内科 059-333-7888
四日市市みゆきケ丘２丁目
１４７３－１９９
ヨッカイチシミユキガオカ

英語 ○

85
長谷川医院
Hasegawa Iin

整形外科 059-322-1151
四日市市川島町５６９－１
ヨッカイチシカワシマチョウ

英語 ○

86
はまゆうクリニック
Hamayuu Clinic

内科 059-397-6868
四日市市楠町北五味塚１４４８－１
ヨッカイチシクスチョウキタゴミヅカ

英語 ○

87
樋口皮フ科
Higuchi Hifuka

皮膚科 059-364-1187
四日市市川北１－１２－１２
ヨッカイチシカワキタ

英語 ○

88
皮フ科サンクリニック
Hifuka Sun Clinic

皮膚科 059-355-3030
四日市市九の城町４－１６
ヨッカイチシクノシロチョウ

英語 ○

89
藤田クリニック
Fujita Clinic

内科 059-354-2987
四日市市鵜の森２丁目７－８
ヨッカイチシウノモリ

英語 ○

90
藤原医院
Fujiwara Iin

内科、小児科 059-345-2456
四日市市宮東町２－４２
ヨッカイチシミヤヒガシチョウ

英語 ○

91
松尾医院
Matsuo Iin

内科、消化器内科、皮膚科 059-345-1633
四日市市塩浜本町２－１４－１
ヨッカイチシシオハマホンマチ

英語 ○

92
安井医院
Yasui Iin

内科 059-353-3181
四日市市北浜町７－８
ヨッカイチシキタハマチョウ

北京語、ドイ
ツ語、英語

○

93
山崎ヒフ科
Yamazaki Hifuka

皮膚科 059-346-1351
四日市市日永西２丁目２０－７
ヨッカイチシヒナガニシ

タイ語 ○

94
吉田眼科
Yoshida Ganka

眼科 059-322-3131
四日市市笹川3丁目35
ヨッカイチシササガワ

英語 ○

95
やまもり内科クリニック
Yamamori Naika Clinic

内科、循環器内科、呼吸器内科、消化器
科、小児科、リハビリテーション科

059-349-1166
四日市市采女町１７９８－１５
ヨッカイチシウネメチョウ

英語 ○

96
渡辺医院
Watanabe　Iin

内科・消化器内科・小児科・循環器内科 059-365-0658
四日市市富州原町16-16
ヨッカイチシトミスハラチョウ

北京語 ○

97
よこずみ整形外科
Yokozumi Seikeigeka

整形外科 059-323-1000
四日市市小生町７８２
ヨッカイチシコモチョウ

英語 ○

98
四日市やまだ眼科
Yokkaichi Yamada Ganka

眼科 059-323-1500
四日市市波木町８０１－１
ヨッカイチシハギチョウ

英語 ○

99
若林耳鼻咽喉科
Wakabayashi Jibiinkouka

耳鼻いんこう科 059-332-4587
四日市市生桑町１１４－１
ヨッカイチシイクワチョウ

英語 ○

100
らんクリニック
Ran Clinic

内科、脳神経外科、リハビリテーション科 059-359-2000
四日市市松本３－９－１１
ヨッカイチシマツモト

英語 ○

101
四日市眼科クリニック
Yokkaichi Ganka Clinic

眼科 059-355-0717
四日市市諏訪栄町５－８ ロ－レルタ
ワーシュロア四日市１０１－Ｂ
ヨッカイチシスワサカエマチ

英語 ○

102
米山クリニック
Yoneyama Clinic

内科、神経内科 059-355-0022
四日市市中浜田町３－２８
ヨッカイチシナカハマダチョウ

英語 ○

103
北山心身クリニック
Kitayama Shinshin Clinic

心療内科、精神科 059-350-8711
四日市市安島１丁目２－１９
ウエストエンドビル４Ｆ
ヨッカイチシヤスジマ

英語 ◎

104
こうのとりWOMEN'S CAREクリニック

Kounotori Women s Care Clinic
産科、婦人科、産婦人科（生殖医療） 059-355-5577

四日市市諏訪栄町１７６番地
ロ－レルタワーシュロア四日市２０４
ヨッカイチシスワサカエマチ

英語 ◎

笹川内科胃腸科クリニック
Sasagawa Naika Ichouka Clinic

内科、外科、消化器内科、肛門外科 059-322-9538
四日市市波木町３０５
ヨッカイチシハギチョウ

77



外国語で対応可能な医療機関リスト（三重県内）
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105
足立耳鼻咽喉科
Adachi jibiinkouka

耳鼻いんこう科、アレルギー科、気管食
道外科

059-333-8788
四日市市羽津山町７－８
ヨッカイチシハヅヤマチョウ

英語 ○

106
奥島クリニック
Okushima Clinic

心療内科、精神科 059-325-7686
四日市市安島１－４－１６
カネニビルディング２Ｆ
ヨッカイチシヤスジマ

英語 ○

107
四日市糖尿病クリニック
Yokkaichi Tounyoubyou Clinic

糖尿病内科 059-328-4109
四日市市城西町６５４番４
ヨッカイチシシロニシチョウ

スペイン語、
英語

○

108
ありまクリニック
Arima Clinic

耳鼻いんこう科、 気管食道外科、アレル
ギー科

059-337-8741
四日市市下海老町１０８－２
ヨッカイチシシモエビチョウ

英語 ○

109 長谷川脳神経外科クリニック
Hasegawa Noushinkeigeka Clinic

脳神経外科、神経内科  、内科、外科 059-330-0330
四日市市羽津中２丁目２－６
ヨッカイチシハヅナカ

英語 ○

110
リボンデンタルクリニック
Rebon Dental Clinic

歯科 0120-039-050
四日市市諏訪町１３番地８号
アトレ諏訪新道1階
ヨッカイチシスワチョウ

英語、フラン
ス語

○

111
コンドウ歯科医院
Kondou Shika Iin

歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外
科

059-357-4618
四日市市松本３－１０－２
ヨッカイチシマツモト

英語 ○

112

Sonoメディカル美容＆ヘルス
ケアクリニック
Sono Medical Biyou & Health
Care Clicic

美容外科、美容皮膚科、口腔外科 059-325-7148
四日市市笹川３－３５
ヨッカイチシササガワ

英語 ◎

113
佐竹歯科医院
Satake Shika Iin

歯科 059-346-2012
四日市市中里町２９－４
ヨッカイチシナカザトチョウ

英語 ○

114
市川歯科
Ichikawa Shika

歯科、小児歯科 059-337-2208
四日市市山城町１１４９－１
ヨッカイチシヤマジョウチョウ

英語 ○

115
横田歯科医院
Yokota Shika Iin

歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外
科

059-352-3734
四日市市北浜町１－７
ヨッカイチシキタハマチョウ

英語 ○

116
坂井歯科
Sakai Shika

歯科 059-326-2231
四日市市桜町５４７
ヨッカイチシサクラチョウ

英語 ◎

117
谷口歯科
Taniguchi Shika

歯科、矯正歯科、小児歯科 059-354-1223
四日市市中川原１丁目６－２６
ヨッカイチシナカガワラ

英語 ○

118
川田歯科
Kawata Shika

歯科、小児歯科 059-326-1118
四日市市下海老町４３９７－２
ヨッカイチシシモエビチョウ

英語 ○

119
江尻歯科医院
Ejiri Shika Iin

歯科 059-333-2177
四日市市西阿倉川１０－１
ヨッカイチシニシアクラガワ

英語 ○

120
みたき歯科医院
Mitaki Shika Iin

歯科 059-322-1118
四日市市小生町７９５
ヨッカイチシコモチョウ

英語 ○

121
田中歯科医院
Tanaka Shika Iin

歯科 059-352-3561
四日市市相生町１－５
ヨッカイチシアイオイチョウ

英語 ○

122
カタオカビル小児歯科
Kataoka Biru Shouni Shika

小児歯科 059-354-1184
四日市市三栄町３－１４カタオカビル
２階
ヨッカイチシサンエイチョウ

英語 ○

ポルトガル ◎
英語 ○

124
せつ歯科医院
Setsu Shika Iin

小児歯科、歯科、矯正歯科 059-352-8117
四日市市鵜の森１－２－６
ヨッカイチシウノモリ

英語 ○

125
さいとう歯科クリニック
Saitou Shika Clinic

歯科、小児歯科 059-322-6071
四日市市浮橋１－１３－３
ヨッカイチシウキハシ

英語 ○

126
辻歯科医院
Tsuji Shika Iin

歯科、小児歯科、歯科口腔外科 059-322-6677
四日市市川島町６０００－１４４
ヨッカイチシカワシマチョウ

フランス語、
英語

◎

127
日永歯科
Hinaga Shika

歯科、歯科口腔外科、 小児歯科 059-345-9933
四日市市日永西３－１－１６
ヨッカイチシヒナガニシ

英語 ○

128
三原クリニック
Mihara Clinic

脳神経内科、循環器内科、内科、小児
科、アレルギー科

059-347-1611
四日市市日永西３－１－２１
ヨッカイチシヒナガニシ

英語 ○

129
寺嶋歯科
Terashima Shika

歯科、矯正歯科、小児歯科 059-321-1180
四日市市小林町３００８
ヨッカイチシコバヤシチョウ

英語 ○

130
ハーモニィ歯科
Harmony Shika

歯科、小児歯科、歯科口腔外科 059-325-2377
四日市市高角町２７３２－１
ヨッカイチシタカツノチョウ

英語 ○

131
もりもと歯科クリニック
Morimoto Shika Clinic

歯科、歯科口腔外科 059-322-1771
四日市市笹川１－５９
ヨッカイチシササガワ

ハングル、
英語、ポルト
ガル語

◎

132
アイデンタルオフィス
Ai Dental Office

歯科、小児歯科、歯科口腔外科、矯正歯
科

059-333-2589
四日市市生桑町１１７
ヨッカイチシイクワチョウ

英語 ◎

133
あかつき台歯科医院
Akatukidai Shika Iin

歯科、小児歯科 059-337-2911
四日市市あかつき台２丁目１－２０
ヨッカイチシアカツキダイ

スペイン語、
ポルトガル

◎

134
みふく歯科医院
Mifuku Shika Iin

歯科、小児歯科、矯正歯科 059-332-2237
四日市市みゆきケ丘２－１４７３－
１３６
ヨッカイチシミユキガオカ

英語 ○

135
三重おびら眼科
Mie Obira Ganka

眼科 059-325-3377
四日市市曽井町78
ヨッカイチシソイチョウ

英語 ○

136
さくら耳鼻咽喉科クリニック
Sakura Jibiinkouka Clinic

耳鼻咽喉科 059-361-3070
四日市市茂福７８５－１
ヨッカイチシモチブク

英語 〇

137
二宮病院
Ninomiya Byouin

内科・消化器内科・小児科・人間ドック 059-351-2466
四日市市中部８－１５
ヨッカイチシチュウブ

広東語
北京語

◎

138
すずらん診療所
Suzuran Shinryousho

内科・外科・訪問診療 059-347-1118
四日市市日永１－３－１８
ヨッカイチシヒナガ

英語 ◎

139
さくら英クリニック
Sakura Hanabusa Clinic

脳神経外科・疼痛緩和外科・一般内科・
リハビリテーション科

059-340-6123
四日市市平尾町字南川原950番地
ヨッカイチシヒラオチョウ

英語 ◎

140
山下矯正歯科
Yamashita Kyousei Shika

歯科・小児歯科・矯正歯科 059-346-2812
四日市市日永西２－２０－１２
ヨッカイチシヒナガニシ

英語 ◎

なんの歯科クリニック
Nanno Shika Clinic

歯科、小児歯科 059-352-4400
四日市市三栄町２－１５
ヨッカイチシサンエイチョウ

123
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141
前川歯科
Maekawa Shika

歯科、小児歯科 059-354-1378
四日市市堀木1丁目4-16 荒木ビル1F
ヨッカイチシホリキ

英語 〇

142
むらせシニアメンタルクリニック
Murase Senior Mental Clinic

心療内科 059-333-2383
四日市市尾平町天王川原1805
ヨッカイチシオビラチョウテンノカワハ

英語 ○

143
ばんの小児科
Banno Shounika

小児科、内科 059-393-3000
三重郡菰野町菰野２２６８－５
ミエグンコモノチョウコモノ

英語 ○

144
藤牧循環器内科
Fujimaki Junkanki Naika

循環器内科 059-393-2007
三重郡菰野町菰野２３０４
ミエグンコモノチョウコモノ

英語 ○

145
おぐら歯科医院
Ogura Shika Iin

歯科、小児歯科、歯科口腔外科 059-391-0840
三重郡菰野町音羽６５９－１
ミエグンコモノチョウオトワ

英語 ○

146
永田小児歯科医院
Nagata Shouni Shika Iin

小児歯科 059-363-0309
三重郡川越町豊田３２４
ミエグンカワゴエチョウトヨダ

英語 ○

147
こもの歯科
Komono Shika

歯科 059-394-3166
三重部菰野町菰野２３５０－４
ミエブコモノチョウコモノ

英語 〇

148
歯科室中澤
Shikashitsu Nakazawa

歯科、小児歯科 059-365-8020
三重郡川越町豊田２５５中澤ビル１Ｆ
ミエグンカワゴエチョウトヨダ

フィリピノ語
（タガログ

○

149
寺本医院
Teramoto Iin

皮膚科、循環器内科、整形外科・リウマ
チ科

059-377-4161
三重郡朝日町小向966－1
ミエグンアサヒチョウオブケ

英語 ○

150
鈴鹿市中央総合病院
Suzuka Chuou Sougou
Byouin

循環器内科、消化器・肝臓（肝・胆・膵）
内科、血液・腫瘍内科、呼吸器センター
（呼吸器内科・呼吸器外科）、外科・消化
器外科、神経内科、脳神経外科、小児
科、耳鼻咽喉科、整形外科、皮膚科、心
臓血管外科、泌尿器科、眼科、産婦人
科、放射線治療科、放射線科、麻酔科、
人工透析、精神科、病理診断科

059-382-1311
鈴鹿市安塚町山之花１２７５-５３
スズカシヤスヅカチョウヤマノハナ

ポルトガル
語

◎

151
鈴鹿病院
Suzuka Byouin

内科、神経内科、小児科、循環器内科、
整形外科、リハビリテーション科、皮膚
科、歯科

059-378-1321
鈴鹿市加佐登３－２－１
スズカシカサド

英語 ○

152
あきながレディースクリニック
Akinaga Ladies Clinic

産婦人科、内科 059-380-6090
鈴鹿市秋永町７８７－３
スズカシアキナガチョウ

英語 ○

153
サンクリニック 太陽の街
Sun Clinic Taiyounomachi

内科、胃腸科、循環器内科、小児科、リ
ハビリテーション科

059-372-0212
鈴鹿市中瀬古町２０３－７
スズカシナカセコチョウ

英語 ○

154
竹島医院
Takeshima Iin

内科、外科 059-381-1500
鈴鹿市神戸２－２１－１５
スズカシカンベ

英語 ○

155
椿診療所
Tsubaki Shinryosho

外科、内科、整形外科 059-371-3511
鈴鹿市山本町７４７－１１
スズカシヤマモトチョウ

英語、ハン
グル

○

156
平井医院
Hirai Clinic

内科、外科 059-378-1054
鈴鹿市算所５－３－３
スズカシサンジョ

英語 ◎

157
ひろせ胃腸科外科
Hirose Icyouka Geka

胃腸科、外科 059-383-3993
鈴鹿市飯野寺家町２３５－４
スズカシイイノジケチョウ

英語 ○

158
岸本内科
Kishimoto Naika

内科、胃腸科、呼吸器科、循環器科、小
児科

059-383-5515
鈴鹿市南玉垣町４９４４－５
スズカシミナミタマガキチョウ

英語 ○

159 北村記念しばた小児科医院
Kitamura Kinen Shibata Shounika Iin

小児科　アレルギー科　内科 059-386-0362
鈴鹿市白子1-1-7
スズカシシロコ

英語 ○

160
あかね小児科クリニック
Akane Shounika Clinic

小児科、アレルギー科  、内科、皮膚科 059-383-7666
鈴鹿市西条４丁目４８　ビル１Ｆ
スズカシニシジョウ

英語 ○

161
イタニ・クリニック
Itani Clinic

整形外科、リウマチ科、内科、外科、リハ
ビリテーション科、皮膚科、アレルギー
科、胃腸内科、肛門外科

059-386-0605
鈴鹿市白子駅前３５－３
スズカシシロコエキマエ

英語 ○

162
岡田耳鼻咽喉科
Okada Jibiinkouka Clinic

耳鼻咽喉科、アレルギー科 059-368-3933
鈴鹿市東旭が丘１－６－８
スズカシヒガシアサヒガオカ

英語 ○

163
おかべ泌尿器科･皮フ科
Okabe Hinyokika・Hifuka

泌尿器科、皮膚科、美容皮膚科 059-386-7886
鈴鹿市南江島町１０－２７
スズカシミナミエジマチョウ

英語 ○

164
嶋内科
Shima Naika

内科、皮膚科、小児科 059-382-1504
鈴鹿市柳町６３７
スズカシヤナギチョウ

英語 ○

165
しまヒフ科クリニック
Shima Hifuka Clinic

皮膚科、アレルギー科、美容皮膚科 059-369-3636
鈴鹿市柳町１６７５
スズカシヤナギチョウ

英語 ○

166
鈴鹿メンタルクリニック
Suzuka Mental　Health Clinic

精神科 059-381-7771
鈴鹿市矢橋１丁目4-12
スズカシヤバセチョウ

英語 〇

167
鈴鹿メンタルクリニック
Suzuka Mental Clinic

精神科 059-388-8787
鈴鹿市秋永町６０１－１
スズカシアキナガチョウ

英語 ○

168
とうかい整形外科すずか
Toukai Seikeigeka Suzuka

整形外科、リウマチ科、リハビリテーショ
ン科

059-368-0055
鈴鹿市東旭が丘１－６－２１
スズカシヒガシアサヒガオカ

英語 ○

169
留奥内科
Tomeoku Naika

内科、呼吸器内科、消化器内科 059-387-0070
鈴鹿市南江島町２３－１
スズカシミナミエジマチョウ

英語 ○

170
林医院
Hayashi Iin

糖尿病内科（代謝内科）、内科、皮膚科、
小児科、救急科

059-379-3868
鈴鹿市阿古曽町２６－１８
スズカシアコソチョウ

北京語、英
語、台湾語

◎

171
服部医院
Hattori Iin

内科、外科 059-388-1682
鈴鹿市岸岡町３３８５－１
スズカシキシオカチョウ

英語 ○

172
花木内科クリニック
Hanaki Naika Clinic

内科、糖尿病内科、循環器内科、消化器
内科、呼吸器内科、小児科

059-370-6663
鈴鹿市高塚町２１３－２８
スズカシタカツカチョウ

英語 ○

173
浜口耳鼻科
Hamaguchi Jibika

耳鼻咽喉科 059-387-6789
鈴鹿市白子４－１３－１９
スズカシシロコ

英語 ○

174
浜口整形外科
Hamaguchi Sekeigeka

整形外科、 リハビリテーション科 059-386-6211
鈴鹿市白子３－１４－５
スズカシシロコ

英語 ○

175
松尾内科クリニック
Matsuo Naika Clinic

内科、小児科 059-378-8600
鈴鹿市平田新町２－２
スズカシヒラタシンマチ

ポルトガル
語、英語

○
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176
まつだクリニック
Matsuda Clinic

内科、小児科 059-378-0456
鈴鹿市大池１－２－６
スズカシオオイケ

英語 ○

英語 ◎
ポルトガル
語、スペイン
語

○

178
森本メンタルクリニック
Morimoto Mental Clinic

精神科、心療内科 059-381-0808
鈴鹿市西条７丁目２３
スズカシニシジョウ

英語 ○

179
山口眼科
Yamaguchi Ganka

眼科 059-386-1611
鈴鹿市南江島町４－１５
スズカシミナミエジマチョウ

英語 ◎

英語 ◎
ポルトガル
語、スペイン
語

○

181
野町どい眼科
Nomachi Doi Ganka

眼科 059-380-5006
鈴鹿市野町東１丁目１１番１０号
スズカシノマチヒガシ

英語 ◎

182
ますずがわ神経内科クリニック
Masuzugawa Clinic

神経内科、内科 059-369-0001
鈴鹿市飯野寺家町８１７－３
スズカシイイノジケチョウ

英語 ○

183 鈴鹿回生病院附属クリニック
Suzuka Kaisei Byouin Fuzoku Clinic

循環器内科、消化器内科（胃腸内科）、
血液内科、神経内科、乳腺外科、消化器
外科（胃腸外科）、脳神経外科、    心臓
血管外科、呼吸器外科、小児科、整形外
科、耳鼻咽喉科、皮膚科、産婦人科、腎
臓内科

059-375-1155
鈴鹿市国府町１１２－２
スズカシコウチョウ

英語 ○

184
北井内科
 Kitai Naika

内科 059-381-0600
鈴鹿市安塚町１６５１－３
スズカシヤスヅカチョウ

英語 ○

185
沖中内科循環器科
Okinaka Naika Junkankika

内科、循環器内科 059-381-2727
鈴鹿市桜島町２－１－２
スズカシサクラジマチョウ

英語 ○

186
新藤小児科クリニック
Shindou Shounika Clinic

小児科 059-380-0101
鈴鹿市野町東２－４－１５
スズカシノマチヒガシ

英語 ○

187
小西内科クリニック
Konishi　Naika Clinic

内科,消化器科,呼吸器科,循環器科,リハ
ビリテーション科

059-395-0007 鈴鹿市中箕田町１１２４－６ 英語 ◎

188
やまもと心身クリニック
Yamamoto Shinshin Clinic

心療内科、精神科、児童精神科、老年精
神科

059-381-3100
鈴鹿市南玉垣町６８１４－１
スズカシミナミタマガキチョウ

英語 ◎

189
くまざわクリニック
Kumazawa Clinic

内科、消化器内科、整形外科 059-371-6990
鈴鹿市東庄内町３８８２
スズカシヒガシショウナイチョウ

英語 ○

190
大谷歯科医院
Ootani Shika Iin

歯科 059-383-1919
鈴鹿市神戸９－９－１３
スズカシカンベ

英語 ○

191
笠井歯科
Kasai Shika

歯科、小児歯科 059-378-0578
鈴鹿市算所１－１－１７
スズカシサンジョ

英語 ○

192
鳴神歯科 本院
Narukami Shika Hon-in

歯科、小児歯科、歯科口腔外科、矯正歯
科

059-382-0140
鈴鹿市神戸５－１－２０
スズカシカンベ

英語 ○

193
さかえ歯科医院
Sakae Shika Iin

歯科、小児歯科 059-387-1000
鈴鹿市中江島町２０－１３
スズカシナカエジマチョウ

英語 ○

194
長井歯科旭が丘クリニック
Nagai Shika Asahigaoka

歯科、小児歯科、矯正歯科 059-387-8828
鈴鹿市東旭が丘1-3-10
スズカシヒガシアサヒガオカ

英語 ○

195
うえの歯科
Ueno Shika

歯科、小児歯科 059-380-6007
鈴鹿市白子本町１０－３１
スズカシシロコホンマチ

英語 ○

196
平田歯科医院
Hirata Shika Iin

歯科、小児歯科 059-374-3468
鈴鹿市自由ヶ丘一丁目１８番８号
スズカシジユウガオカ

英語 ○

197
あかつか歯科クリニック
Akatsuka Shika Clinic

一般歯科・小児歯科・矯正歯科 059-380-4618
鈴鹿市秋永町７７５－１
スズカシアキナガチョウ

英語 〇

198
いちば歯科
Ichiba Shika

一般歯科、予防歯科、小児歯科、口腔外
科、矯正歯科、審美歯科

059-389-7064
鈴鹿市長太栄町３丁目１７－２０
スズカシナゴサカエマチ

英語 ○

199
レディース＆Ｂサポート助産所みね
Lady's%B Support Josansho Mine 助産所 059-370-7404 鈴鹿市鈴鹿ハイツ３３－１６

英語
ハングル語

〇

200
いちかわ内科クリニック
Ichikawa Naika Clinic

内科　循環器科　呼吸器科　胃腸科　ア
レルギー科　リハビリテーション科

059-380-0810
鈴鹿市秋永町７６３－１
スズカシアキナガチョウ

英語 〇

201
アスタークリニック
Aster Clinic

内科,  糖尿病内科,  放射線科 059-373-3777
鈴鹿市石薬師町1430番地
スズカシイシヤクシチョウ

英語
ドイツ語

◎
〇

202
落合小児科医院
Ochiai Shounika Iin

小児科、アレルギー科 0595-82-0121
亀山市東台町１－１７
カメヤマシヒガシダイチョウ

英語 ○

203
谷口内科
Taniguchi Naika

循環器内科、消化器内科（胃腸内科）、
呼吸器内科、小児科

0595-82-8710
亀山市みどり町２６－１
カメヤマシミドリチョウ

英語 ○

204
宮村産婦人科
Miyamura Sanfujinka

産婦人科 、内科、小児科 0595-82-5151
亀山市本町３－８－７
カメヤマシホンマチ

スペイン語、
ポルトガル

◎

205
せきクリニック
Seki Clinic

内科 0595-96-2220
亀山市関町新所１１２５
カメヤマシセキチョウシンジョ

英語、ドイツ
語、スペイン
語、ポルトガ
ル語

○

206
田中内科医院
Tanaka Naika Iin

内科、循環器内科 0595-82-0755
亀山市天神２－３－６
カメヤマシテンジン

英語 ○

207
ハッピー胃腸クリニック
Happy Ichou Clinic

消化器内科、内科 0595-82-0017
亀山市本町２－９－３３
カメヤマシホンマチ

英語 ◎

208
三井耳鼻咽喉科
Mitsui Jibiinkouka

耳鼻いんこう科 0595-82-4133
亀山市栄町１４９９－３
カメヤマシサカエマチ

英語 ○

209
のぼのクリニック
Nobono Clinic

内科、外科、脳神経外科、リハビリテー
ション科

0595-85-3636
亀山市能褒野町７９－２２
カメヤマシノボノチョウ

英語 ◎

山下内科外科
Yamashita Naika Geka

内科、外科 059-382-5007
鈴鹿市桜島町４丁目３－５
スズカシサクラジマチョウ

むらしま整形外科･リハビリテーション
科
Murashima Seikeigeka・
Rehabilitationka

整形外科、リハビリテーション科 059-381-1199
鈴鹿市柳町森１６５８－１
スズカシヤナギチョウモリ

177
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210
かつき内科
Katsuki Clinic

内科 0595-84-5858
亀山市東町１丁目２番１９号２
カメヤマシヒガシマチ

英語 ○

211
岡田歯科医院
Okada Shika Iin

歯科、小児歯科、歯科口腔外科 0595-82-8886
亀山市みどり町５５－２１
カメヤマシミドリチョウ

インドネシア
語、ポルトガ
ル語、ドイツ
語、北京語、
広東語、英
語

○

212
岩瀬歯科医院
Iwase Shika Iinn

歯科 0595-96-0256
亀山市関町木崎３３７
カメヤマシセキチョウコザキ

フィリピノ語
（タガログ
語）

◎

213
塚田歯科医院
Tsukada Shika Iin

歯科、小児歯科 0595-83-5454
亀山市本町３－１０－４
カメヤマシホンマチ

広東語、英
語、フィリピ
ノ語（タガロ
グ語）、ポル
トガル語、ス
ペイン語、ド
イツ語

○

214
林歯科医院
Hayashi Shika Iin

歯科 0595-82-9217
亀山市和田町１４８８－２７４
カメヤマシワダチョウ

英語 ○

215
キンダーガーデン小児歯科
Kinder Garden Shouni Shika

小児歯科 0595-83-1228
亀山市東台町１－１１
カメヤマシヒガシダイチョウ

英語 ○

216
亀山歯科診療所
Kameyama Shika

歯科、小児歯科 0595-83-1118
亀山市東御幸町９６－１
カメヤマシヒガシミユキチョウ

英語 ○

217
皮ふ科野内クリニック
Hifuka Nouchi Clinic

皮膚科 0595-98-4112
亀山市南崎町７３５－１６
カメヤマシミナミザキチョウ

英語 ○

218
一志病院
Ichishi Byouin

内科、外科、眼科 059-262-0600
津市白山町南家城６１６
ツシハクサンチョウミナミイエキ

英語 ◎

219
くつろか助産院
Kutsuroka Josan-in

産婦人科 059-255-3258
津市久居東鷹跡町１８５－８
ツシヒサイヒガシタカトマチ

英語 ○

220
三重病院
Mie Byouin

小児科、小児科（感染症内科）、小児科
（糖尿病科）、小児科（アレルギー科）、
小児外科、耳鼻いんこう科、整形外科、
リハビリテーション科、神経内科、内科
（呼吸器内科）、内科（糖尿病内科）、歯
科口腔外科、精神科、麻酔科、眼科、皮
膚科、小児科（神経発達科）、小児科（腎
臓科）

059-232-2531
津市大里窪田町３５７番地
ツシオオザトクボタチョウ

英語 ◎

221
永井病院
Nagai Byouin

内科、外科、整形外科、循環器科、心
臓・血管外科、婦人科、眼科、神経内
科、泌尿器科、リハビリテーション科

059-228-5181
津市西丸之内２９－２９
ツシニシマルノウチ

英語 ○

222
イセ虎の門クリニック
Ise Toranomon Clinic

内科、小児科、皮膚科、リハビリテーショ
ン科

059-225-0077
津市西丸之内２５－３３
ツシニシマルノウチ

英語 ◎

223
藤田保健衛生大学七栗記念
病院
Fujita Hoken Eisei Daigaku Kinen Byouin

内科、外科、リハビリテーション科、 歯科 059-252-1555
津市大鳥町４２４番地の－１
ツシオオドリチョウ

英語 ◎

224 三重県立こころの医療センター
Mie Kenritsu Kokoro no Iryo Center

精神科、内科、歯科 059-235-2125
津市城山１－１２－１
ツシシロヤマ

英語 ○

225
小渕医院
Kobuchi Byouin

消化器内科（胃腸内科）、消化器外科
（胃腸外科）、外科、肛門外科、小児科、
内科、整形外科

059-293-5111
津市一志町高野２５４－１
ツシイチシチョウタカノ

英語 ◎

226
榊原病院
Sakakibara Byouin

精神科 059-252-0211
津市榊原町７７７
ツシサカキバラチョウ

英語 ○

227
榊原温泉病院
Sakakibara Onsen Byouin

内科、整形外科、脳神経外科、リハビリ
テーション、泌尿器科、眼科、神経内科、
歯科、歯科口腔外科、人工透析、脳ドッ
ク、一般ドック

059-252-1111
津市榊原町１０３３－４
ツシサカキバラチョウ

英語 ○

228
若葉病院
Wakaba Byouin

内科、外科、整形外科、形成外科、脳神
経外科、リハビリテーション科

059-227-0207
津市南中央２８－１３
ツシミナミチュウオウ

英語 ○

229
草の実リハビリテーションセン
ター
Kusanomi Rehabilitation Center

整形外科、リハビリテーション科 059-234-2178
津市城山１－２９－２５
ツシシロヤマ

英語 ○

230
千里クリニック
Chisato Clinic

内科、外科、呼吸器内科、循環器内科、
小児科

059-245-6111
津市河芸町東千里６－１
ツシカワゲチョウヒガシチサト

英語 ○

231
明合クリニック
Akeai Clinic

内科、整形外科、外科 059-268-1111
津市安濃町田端上野９７０－４１
ツシアノウチョウタバタウエノ

英語 ◎

232
飛鳥メディカルクリニック
Asuka Medical Clinic

内科、循環器内科、呼吸器内科 059-213-7615
津市乙部５－３
フェニックスメディカルセンタービル
１階

英語 ○

233
熱田小児科クリニック
Atsuta Shounika Clinic

小児科、アレルギー科 059-225-7100
津市大倉１１－１５
ツシオオクラ

英語 ○

234
あめさら耳鼻科
Amesara Jibika

耳鼻いんこう科、アレルギー科 059-213-1200
津市観音寺町７９９―７　ＴＴＣビル
ツシカンノンジチョウ

英語 ○

235
イタミ内科･整形外科
Itami Naika Seikeigeka

内科、消化器内科、神経内科、整形外科 059-225-1980
津市本町８－１６
ツシホンマチ

英語 ○

236 稲上耳鼻咽喉科･気管食道科
Inakami Jibiinkouka ・Kikan Shokudouka

耳鼻いんこう科、頭頸部外科 059-244-2222
津市河芸町東千里１１１－１
ツシカワゲチョウヒガシチサト

英語 ○
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237
いのもと医院
Inomoto Iin

小児科、内科 059-262-3175
津市白山町南家城８８９－５
ツシハクサンチョウミナミイエキ

英語 ○

238
久藤内科
Kutou Naika

内科、血液内科、循環器内科、呼吸器内
科、消化器内科、小児科、皮膚科

059-228-2646
津市中央２－１１
ツシチュウオウ

英語 ○

239
上津台小児科クリニック
Kouzudai Shounika Clinic

小児科 059-231-2121
津市一身田上津部田１５０４－１６
ツシイッシンデンコウヅベタ

英語 ○

240
さいとう内科
Saitou Naika

内科、胃腸内科 059-223-0313
津市新東町塔世２３
ツシシンヒガシマチトウセ

英語 ○

241
津北整形外科
Tsukita Seikeigeka

整形外科、リウマチ科、リハビリテーショ
ン科、皮膚科

059-236-2588
津市栗真中山町２４８－１
ツシクリマナカヤマチョウ

英語 ○

242
東海眼科
Toukai Ganka

眼科 059-228-8111
津市羽所町３９９
ツシハドコロチョウ

英語 ◎

243
スバル歯科
Subaru Shika

歯科・小児歯科・インプラント歯科 059-228-1600
津市大谷町94-7
ツシオオタニチョウ

英語 ○

244
西山産婦人科
Nishiyama Sanfujinka

産婦人科 059-232-0123
津市栗真中山町２０２
ツシクリマナカヤマチョウ

英語 ○

245
ふじおかクリニック
Fujioka Clinic

内科、消化器内科（胃腸内科）、呼吸器
内科、    循環器内科

059-238-2222
津市雲出本郷町１９１８
ツシクモズホンゴウチョウ

英語 ○

246
ふじた耳鼻咽喉科
Fujita Jibiinkouka

耳鼻いんこう科、アレルギー科 059-228-3546
津市中央６－１４
ツシチュウオウ

英語 ○

247
ベタニヤ内科
Betaniya Naika

内科、神経内科、精神科 059-230-7373
津市豊が丘５丁目４７-７
ツシトヨガオカ

英語 ○

248
三重耳鼻咽喉科
Mie Jibiinkouka

耳鼻いんこう科、小児耳鼻咽喉科、アレ
ルギー科

059-228-0100
津市観音寺町４４５－１５
ツシカンノンジチョウ

英語 〇

249
三井整形外科
Mitsui Seikeigeka

整形外科、リウマチ科、 リハビリテーショ
ン科

059-234-3838
津市雲出本郷町１４００－１
ツシクモズホンゴウチョウ

英語 ○

250
みどりクリニック
Midori Clinic

整形外科、スポーツ整形、リハビリテー
ション科

059-254-3636
津市久居野村町３14番地１3
ツシヒサイノムラチョウ

英語 ○

251
ヤナセクリニック
Yanase  Clinic

産科、婦人科 059-227-5585
津市乙部５－３
フェニックスメディカルセンタービル２
Ｆ

英語 ○

252
山崎循環器内科
Yamasaki Junkanki Naika

循環器内科 059-229-6300
津市渋見町５７７－５
ツシシブミチョウ

英語 ○

253
白塚いけだクリニック
Shiratsuka Ikeda Clinic

内科、消化器内科（胃腸内科）、外科、肛
門外科、リハビリテーション科

059-236-6006
津市白塚町２０８０－１
ツシシラツカチョウ

英語 ○

254
いたみ眼科
Itami Ganka

眼科、アレルギー科 059-238-2800
津市藤方８７
ツシフジカタ

英語 ◎

255
うめだ皮膚科クリニック
Umeda Hifuka Clinic

皮膚科、アレルギー科 059-238-1233
津市藤方１０－４
ツシフジカタ

英語 ○

256
うめもとこどもクリニック
Umemoto Kodomo Clnic

小児科 059-222-2332
津市栄町１－８５７－１
ツシサカエマチ

英語 ○

257
おおた内科ペインクリニック
Oota Naika Pain Clinic

内科 059-234-3922
津市藤方１２０－１
ツシフジカタ

英語 ○

258
金丸産婦人科
Kanamaru Fujinka

産婦人科 059-229-5722
津市観音寺町７９９－７
ＴＴＣ医療グループビル１階
ツシカンノンジチョウ

英語 ○

259
金森皮フ科
Kanamori Hifuka

皮膚科 059-237-3366
津市野田３３－８
ツシノダ

英語 ○

260
金子医院
Kaneko Iin

内科 059-226-7731
津市西丸之内１２－３サナダビル２
階

英語 ○

261
川田デンタル小児科クリニック
Kawata Dental Shounika Clinic

歯科、小児歯科、歯科口腔外科、矯正歯
科

059-227-6601
津市広明町４１８－５
ツシコウメイチョウ

英語 ○

262
北出皮フ科
Kitade Hifuka

皮膚科、アレルギー科 059-244-1112
津市河芸町上野３８９２－１
ツシカワゲチョウウエノ

英語 ○

263
倉本内科
Kuramoto Naika

内科、呼吸器内科、循環器内科、消化器
内科

059-227-6711
津市下弁財町津興３０４０
ツシシモベザイチョウツオキ

英語 ○

264
小林眼科
Kobayashi Ganka

眼科 059-227-5585
津市乙部５－３
フェニックスメディカルセンタービル
内

英語 ○

265
駒田医院
Komada Iin

内科、小児科、消化器内科、リハビリ
テーション科

059-265-2016
津市芸濃町林１９０－２
ツシゲイノウチョウハヤシ

英語 ◎

266
坂井眼科
Sakai Ganka

眼科 059-227-6117
津市新町１－５－２２　中村ビル１階
ツシシンマチ

英語 ○

267
たなか内科
Tanaka Naika

内科、循環器内科、消化器内科（胃腸内
科）、    呼吸器内科、小児科

059-224-7711
津市観音寺町４４６－７７
ツシカンノンジチョウ

英語 ◎

268
とうかい整形外科かわげ
Tokai Seikeigeka Kawage

整形外科、リハビリテーション科、リウマ
チ科

059-244-1212
津市河芸町西千里２７３－１
ツシカワゲチョウニシチサト

英語 ○

269
フェニックス健診クリニック
Phoenix Kenshin Clinic

内科 059-227-5605
津市乙部５－３
フェニックスメディカルセンタービル
ツシオトベ

英語 ○

270
別所ヒフ科
Bessho Hifuka

皮膚科 059-226-5512
津市新町１－１０－１９
ツシシンマチ

英語 ○

271
ますだこどもクリニック
Masuda Kodomo Clinic

小児科、アレルギー科 059-244-2515
津市河芸町東千里２５９－１
ツシカワゲチョウヒガシチサト

英語 ○

272
三重つくし診療所
Mie Tsukushi Shinryousho

整形外科、リウマチ科 059-235-2068
津市高茶屋小森町１８１２－２
ツシタカジャヤコモリチョウ

英語 ○
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273
高茶屋診療所
Takachaya Shinryousho

家庭医療科、内科、小児科、整形外科、
婦人科

059-234-5384
津市高茶屋５－１１－４８
ツシタカジャヤ

英語 ◎

274
三木眼科
Miki Ganka

眼科 059-226-2243
津市岩田１－５
ツシイワタ

英語 〇

275
森眼科
Mori Ganka

眼科 059-222-7070
津市一身田上津部田１３３６－８
ツシイッシンデンコウヅベタ

英語 ○

276
山本産婦人科
Yamamoto Fujinka

産科、婦人科、麻酔科 059-235-2118
津市雲出本郷町１９０７－３
ツシクモズホンゴウチョウ

英語 ◎

277
ゆり形成内科整形
Yuri Keisei Naika Seikei

内科、整形外科、形成外科、皮膚科、リ
ハビリテーション科

059-221-0500
津市柳山津興３３０６
ツシヤナギヤマツオキ

英語 ◎

278
よしだ眼科
Yoshida Ganka

眼科 059-244-0880
津市河芸町東千里２６０－３
ツシカワゲチョウヒガシチサト

英語 ○

279
おがわ脳神経外科クリニック
Ogawa Noushinkeigeka Clinic

脳神経外科、リハビリテーション科 059-221-0234
津市一身田上津部田１４１４－１
ツシイッシンデンコウヅベタ

英語 ○

280
荒岡内科
Araoka Naika

内科、消化器内科（胃腸内科） 059-255-5730
津市久居野村町８７２－２
ツシヒサイノムラチョウ

英語 ○

281
小林医院 多気診療所
Kobayashi Iin Tage
Shinryosho

内科、胃腸科、放射線科 059-275-0211
津市美杉町上多気１０３１
ツシミスギチョウカミタゲ

英語 ◎

282
近藤眼科
Kondou Ganka

眼科 059-255-2797
津市久居新町７６６番８
ツシヒサイシンマチ

英語 ○

283
関口整形外科
Sekiguchi Seikeigeka

整形外科、リウマチ科、リハビリテーショ
ン科

059-295-0707
津市一志町井関１１７－１
ツシイチシチョウイセギ

英語 ○

英語 ◎

ドイツ語 ○

ドイツ語 ◎

英語 ○

286
中浜胃腸科･外科
Nakahama Ichouka Geka

内科、消化器内科、外科、肛門外科、リ
ハビリテーション科

059-256-6856
津市久居元町１８７０－７
ツシヒサイモトマチ

英語 ○

287
大橋クリニック
Oohashi Clinic

内科、胃腸科、肛門科、リハビリ科 059-246-1000
津市桜橋３－６１－４
ツシサクラバシ

英語 ◎

288
あのつクリニック
Anotsu Clinic

内科、循環器内科、呼吸器内科、消化器
内科（胃腸内科）

059-233-6700
津市一身田上津部田１８１７
ツシイッシンデンコウヅベタ

英語 ○

289
山の手内科クリニック
Yamanote Naika Clinic

糖尿病内科、内科 059-213-1024
津市一身田上津部田３０８６－３
ツシイッシンデンコウヅベタ

英語 ○

290
内科ＭＹクリニック
Naika MY Clinic

内科、消化器内科（胃腸内科）、アレル
ギー科、リハビリテーション科

059-237-2000
津市片田新町２１－１
ツシカタダシンマチ

英語 ○

291
ゆうあいクリニック
Yuuai Clinic

呼吸器科、消化器科、循環器科、内科、
外科、乳腺外科、リハビリテーション科、
整形外科

059-234-3344
津市雲出本郷町１３１－８３
ツシクモズホンゴウチョウ

英語 ○

292
伊藤メンタルクリニック
Itou Mental Clinic

心療内科、精神科 059-222-7830
津市広明町３５８大橋ビル２階
ツシコウメイチョウ

英語 ◎

293
大西内科ハートクリニック
Oonishi Naika Heart Clinic

内科、循環器内科、呼吸器内科、消化器
内科

059-225-2597
津市半田３４３１－５
ツシハンダ

英語 ◎

294
ひぐち整形外科クリニック
Higuchi Seikeigeka Clinic

整形外科、リハビリテーション科、リウマ
チ科、    内科

059-256-6100
津市久居射場町３３－３
ツシヒサイイバチョウ

英語 ○

295
世古口消化器内科なぎさまち診療所
Sekoguchi Shoukaki Naika 内科、消化器内科（胃腸内科） 059-226-3030

津市海岸町４－１０
ツシカイガンチョウ 英語 ○

296
津みなみクリニック
Tsu Minami Clinic

人工透析内科、血管外科 059-254-0777
津市久居野村町６００－２
ツシヒサイノムラチョウ

英語 ○

297
新町整形外科診療所
Shinmachi Seikeigeka
Shinryousho

整形外科、精神科、リハビリテーション
科、リウマチ科、内科

059-222-5111
津市大園町４－２９
ツシオオゾノチョウ

英語 ○

298
にしい耳鼻咽喉科クリニック
Nishii Jibiinkouka Clinic

耳鼻いんこう科、アレルギー科 059-272-4187
津市久居北口町５７０－７
ツシヒサイキタグチチョウ

英語 ○

299
岩尾こどもクリニック
Iwao Kodomo Clinic

小児科、アレルギー科、内科 059-245-1155
津市河芸町杜の街１丁目１－５
ツシカワゲチョウモリノマチ

英語 ○

300
植村整形外科
Uemura Seikeigeka

整形外科、リウマチ科、  リハビリテー
ション科

059-225-1878
津市藤方２５６６番地
ツシフジカタ

スペイン語、
英語

○

301
ゆたクリニック
Yuta Clinic

耳鼻いんこう科 059-227-4187
津市修成町２－３
ツシシュウセイチョウ

英語 ◎

302
さいとう歯科矯正歯科
Saitou Shika Kyousei Shika

歯科、小児歯科 059-231-0173
津市栗真中山町６８５－３０
ツシクリマナカヤマチョウ

英語 ○

303
すずき歯科
Suzuki Shika

歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外
科

059-229-1648
津市羽所町５１３
ツシハドコロチョウ

英語 ○

304
医療法人上津デンタルクリニック
Kouzu Dental Clinic

歯科、小児歯科、歯科口腔外科 059-225-8020
津市一身田上津部田３０８３
ツシイッシンデンコウヅベタ

英語 ○

305
クリーン歯科クリニック
Clean Shika Clinic

歯科、小児歯科、歯科口腔外科 、矯正
歯科

059-227-1736
津市乙部2018
ツシオトベ

英語 ○

306
津のまち矯正歯科
Tsunomachi Kyosei Shika

矯正歯科 059-225-9000
津市栄町４丁目５６番地
ツシサカエマチ

英語 ○

307
楠原歯科医院
Kusuhara Shika Iin

歯科 059-226-9669
津市新町１－１２－４
ツシシンマチ

イタリア語 ○

田中内科
Tanaka Naika

内科、呼吸器内科、循環器内科、消化器
内科（胃腸内科）、糖尿病内科（代謝内
科）

059-256-0700
津市久居新町８６７－２
ツシヒサイシンマチ

武田整形外科
Takeda Seikeigeka

整形外科 059-272-0033
津市美杉町八知５６
ツシミスギチョウヤチ

285

284



外国語で対応可能な医療機関リスト（三重県内）

機関略名称 診療科目 電話番号 住所 言語 レベル
◎：言葉に不自由することなく診療が可能     ○：日常会話程度の会話力ではあるが診療が可能

308
中島歯科診療所
Nakajima Shika Shinryousho

歯科 059-228-5892
津市上浜町１－２３２
ツシカミハマチョウ

英語 ◎

309
錦歯科医院
Nishiki Shika Iin

歯科 059-226-3643
津市上弁財町１８－１６
ツシカミベザイチョウ

英語 ○

310
かまたに歯科
Kamatani Shika

歯科、小児歯科 059-223-0470
津市半田３４３８－３
ツシハンダ

英語 ○

311
寺辺歯科医院
Terabe Shika Iin

歯科、歯科口腔外科、矯正歯科 059-228-3623
津市栄町４－２４９ＫＥＮＴビル２階
ツシサカエマチ

英語 ○

312
稲葉歯科医院
Inaba Shika Iin

歯科 059-234-2319
津市城山３－４－４６
ツシシロヤマ

英語 ○

313
おむら歯科医院
Omura Shika Iin

歯科、小児歯科 059-234-2363
津市高茶屋６－１１－７６
ツシタカヂャヤ

英語 ○

314
前田歯科医院
Maeda Shika Iin

歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外
科

059-293-1450
津市一志町田尻７９－１
ツシイチシチョウタジリ

英語 ○

315
林歯科医院
Hayashi Shika Iin

歯科 059-256-1219
津市久居相川町２０８９－５
ツシヒサイアイカワチョウ

英語 ○

316
おおさわ歯科矯正歯科
Osawa Shika Kyosei Shika

歯科、矯正歯科、歯科口腔外科、小児歯
科

059-222-2000
津市中央１３－４
ツシチュウオウ

英語 ○

317
橋南歯科
Kyounan Shika

歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外
科

059-223-0481
津市上弁財町７－１７
ツシカミベザイチョウ

英語 ◎

318
佐藤歯科医院歯科室アスト
Satou Shika Iin Ust

歯科、小児歯科、歯科口腔外科 059-221-5511
津市羽所町７００番地アスト津２Ｆ
ツシハドコロチョウ

英語 ○

319
べっしょ歯科クリニック
Bessho Shika Clinic

歯科、小児歯科、歯科口腔外科、矯正歯
科

059-271-8217
津市南河路６６０－２
ツシミナミコウジ

英語 ○

320
榊原こころのクリニック
Sakakibara Kokoro no Clinic

精神科 059-246-8844
津市羽所町３７９ニシムラビル４Ｆ
ツシハドコロチョウ

英語 ○

321
美杉歯科診療所
Misugi Shika Shinryousho

歯科 059-272-1118
津市美杉町八知５５８０番地２
ツシミスギチョウヤチ

英語 ○

322
あさの歯科医院
Asano Shika Iin

歯科、小児歯科 059-226-6488
津市柳山津興６５６－２
ツシヤナギヤマツオキ

英語 ○

323
いとうデンタルクリニック
Itou Dental Clinic

歯科、小児歯科、歯科口腔外科 059-235-5755
津市藤方１４３番地１
ツシフジカタ

英語 ○

324
天の川歯科
Amanogawa Shika

歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外
科

059-253-6778
津市久居明神町２６１４－５林ビル１
０３
ツシヒサイミョウジンチョウ

英語、北京
語、台湾語、
広東語

○

325
ナカノ歯科クリニック
Nakano Shika Clinic

歯科、小児歯科 059-213-7770
津市観音寺町４４６－６８中野ビル１
Ｆ

英語 ○

326
津健康クリニック
Tsu Kenkou Clinic

内科 059-226-0456
津市観音寺町７９９-７TTCビル３階
ツシカンノンジチョウ

英語 ○

327
やまかみクリニック
Yamakami Clinic

皮膚科、アレルギー科 059-273-5577
津市長岡町２５－１
ツシナガオカチョウ

英語 ○

328
北川歯科医院
Kitagawa Shika Iin

一般歯科、予防歯科 、小児歯科、矯正
歯科 、審美歯科

059-224-1126
津市八町１－２－３
ツシハッチョウ

英語 ◎

329
西井小児科
Nishii Shounika

小児科 059-228-2887
津市本町２９－１２
ツシホンマチ

英語 〇

330
松阪市民病院
Matsusaka Shimin Byouin

内科、精神科、神経内科、循環器内科、
リウマチ科、外科、整形外科、形成外
科、脳神経外科、皮膚科、泌尿器科、産
婦人科、眼科、耳鼻いんこう科、放射線
科、麻酔科、リハビリテーション科、歯科
口腔外科、呼吸器内科、    呼吸器外
科、消化器内科

0598-23-1515
松阪市殿町１５５０
マツサカシトノマチ

英語 ◎

331
桜木病院
Sakuragi Byouin

内科、呼吸器科、胃腸科、循環器科、小
児科    皮膚科、リハビリ科

0598-21-5522
松阪市南町４４３－４
マツサカシミナミマチ

英語 ○

332
大西病院
Oonishi Byouin

胃腸外科、胃腸内科、外科、内科、肛門
外科    脳神経外科、麻酔科、リハビリ
テーション科

0598-59-0311
松阪市東黒部町８３５
マツサカシヒガシクロベチョウ

英語 ○

333
野呂医院
Noro Iin

内科、外科 0598-34-0054
松阪市小方野町302
マツサカシオカタノチョウ

英語 ○

334
おおたクリニック
Oota Clinic

外科、内科、消化器内科（胃腸内科）、リ
ハビリテーション科

0598-29-1213
松阪市下村町９９３
マツサカシシモムラチョウ

英語 ○

335
中島医院
Nakajima Iin

内科 0598-51-9200
松阪市猟師町７２－１
マツサカシリョウシマチ

英語 ○

336
林内科
Hayashi Naika

内科、神経内科 0598-21-4005
松阪市春日町２－８－１
マツサカシカスガチョウ

英語 ○

337
松本クリニック
Matsumoto Clinic

婦人科、内科 0598-26-3555
松阪市駅部田町1619-45
マツサカシマエノヘタチョウ

英語 ○

338
ふなだ外科内科クリニック
Funada Geka Naika Clinic

外科、内科、消化器内科、肛門外科、整
形外科、リハビリテーション科

0598-28-6600
松阪市上川町２２７９－１
マツサカシウエガワチョウ

ポルトガル
語、英語

○

339
鷲尾小児科
Washio Shounika

小児科 0598-21-7137
松阪市殿町１４６６ー４１
マツサカシトノマチ

英語 ○

340
いなち皮フ科
Inachi Hifuka

皮膚科、アレルギー科 0598-42-8886
松阪市嬉野中川町８４３－７
マツサカシウレシノナカガワチョウ

英語 ○

341
岩崎耳鼻科
Iwasaki Jibika

耳鼻いんこう科 0598-51-3014
松阪市京町一区１－２９－１
マツサカシキョウマチ

英語 ○

342
大久保クリニック
Ookubo Clinic

内科, 呼吸器科, 消化器科, 小児科 0598-22-0220
松阪市宝塚町1509-5
マツサカシタカラヅカチョウ

英語 〇



外国語で対応可能な医療機関リスト（三重県内）
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343
大谷医院
Ootani Iin

糖尿病内科、内科、呼吸器内科、循環器
内科、消化器内科

0598-22-1110
松阪市川井町２７１１
マツサカシカワイマチ

英語 ○

344
おかの医院
Okano Iin

内科、循環器内科、消化器内科、呼吸器
内科、リハビリテーション科

0598-42-7211
松阪市嬉野中川新町１丁目６
マツサカシウレシノナカガワシンマチ

英語 ○

345
河合内科クリニック
Kawai Naika Clinic

内科 0598-28-6622
松阪市豊原町１１４４－２
マツサカシトヨハラチョウ

英語 ○

346
くしもと整形外科
Kushimoto Seikeigeka

整形外科、リウマチ科、リハビリテーショ
ン科

0598-48-2222
松阪市嬉野中川町８２２－５
マツサカシウレシノナカガワチョウ

英語 ○

347
小坂クリニック
Kosaka Clinic

内科、消化器内科、外科、肛門外科、リ
ハビリテーション科

0598-48-0777
松阪市嬉野中川新町２丁目２３
マツサカシウレシノナカガワシンマチ

英語 ○

348
小林内科クリニック
Kobayashi  Naika  Clinic

内科、消化器内科（胃腸内科）、呼吸器
内科、    循環器内科、リハビリテーショ
ン科、小児科

0598-32-2258
松阪市飯南町粥見２４６１－１
マツサカシイイナンチョウカユミ

英語 ○

349
じぬしクリニック
Jinushi Clinic

産婦人科、内科、小児科、アレルギー
科、リウマチ科、皮膚科

0598-23-5101
松阪市大黒田町２５１
マツサカシオオクロダチョウ

英語 ○

350
とみだ整形外科
Tomida Seikeigeka

整形外科、リウマチ科、リハビリテーショ
ン科

0598-25-5700
松阪市久保町３０４－３
マツサカシクボチョウ

英語 ○

351
とみやま外科内科医院
Tomiyama Geka Naika Iin

消化器内科（胃腸内科）、内科、外科、肛
門外科、リハビリテーション科

0598-60-0700
松阪市中万町１４２４
マツサカシチュウマチョウ

英語 ○

352
ヨシダデンタルオフィス
Yoshida Dental Office

歯科、矯正歯科、スポーツ歯科、予防歯
科

0598-26-2010
松阪市中町１８３２
マツサカシナカマチ

英語 ◎

353
はかまだ皮膚泌尿器科医院
Hakamada Hifu Hinyoukika Iin

皮膚科、泌尿器科 0598-23-2321
松阪市京町１６９－１
マツサカシキョウマチ

英語 ○

354
原田耳鼻咽喉科
Harada Jibiinkouka

耳鼻いんこう科、気管食道科、アレル
ギー科

0598-25-5151
松阪市五反田町３－１３７１－７
マツサカシゴタンダチョウ

英語 ◎

355
飯南眼科クリニック
Iinan Ganka Clinic

眼科 0598-32-2205
松阪市飯南町粥見３９１０－１
マツサカシイイナンチョウカユミ

英語 ◎

356 (医) 妙光会 安田小児科内科
Myoukoukai Yasuda Shounika Naika

小児科、内科 0598-28-8828
松阪市上川町２１９４－３
マツサカシウエガワチョウ

英語 ○

357
よしむら医院
Yoshimura Iin

内科、外科、泌尿器科 0598-21-0005
松阪市大黒田町４３１
マツサカシオオクロダチョウ

英語 ◎

358
前田耳鼻科
Maeda Jibika

耳鼻いんこう科、アレルギー科、気管食
道外科

0598-51-4133
松阪市中央町５０５－１
マツサカシチュウオウチョウ

英語 ○

359
嬉野医院
Ureshino Iin

内科、リウマチ科、消化器内科、放射線
科

0598-42-4455
松阪市嬉野町１４２５－３
マツサカシウレシノチョウ

英語 ○

360
大辻整形外科
Otsuji Seikeigeka

整形外科、リウマチ科、 リハビリテーショ
ン科

0598-25-0031
松阪市大黒田町１８４１－１
マツサカシオオクロダチョウ

英語 ○

361
西井一浩クリニック
Nishii Kazuhiro Clinic

内科、血液内科、皮膚科 0598-52-2410
松阪市高町１９２－５
マツサカシタカマチ

英語 ◎

362
垂見内科クリニック
Tarumi Naika Clinic

内科、循環器内科 0598-56-5501
松阪市小津町２７４
マツサカシオヅチョウ

英語 ○

363
あらおと整形クリニック
Araoto Seikei Clinic

整形外科、リハビリテーション科 0598-25-5000
松阪市久保田町字南沖５－７
マツサカシクボタチョウアザミナミオ

英語 ○

364
まとかた大西クリニック
Matokata Oonishi Clinic

内科、消化器疾患、一般内科診療 0598-59-0311
松阪市東黒部町835
マツサカシヒガシクロベ

英語 〇

365
林歯科医院
Hayashi Shika Iin

歯科、小児歯科、歯科口腔外科 0598-42-7272
松阪市嬉野須賀領町５０７－１
マツサカシウレシノスカリョウチョウ

英語 ○

366
横山歯科医院
Yokoyama Shika Iin

歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外
科

0598-42-5500
松阪市嬉野中川新町１丁目８７番地
マツサカシウレシノナカガワシンマチ

英語 ○

367
ホワイト歯科医院
White Shika Iin

歯科 0598-26-4970
松阪市大黒田町４１３－７
マツサカシオオクロダチョウ

英語 ○

368
すずき歯科クリニック
Suzuki Shika Clinic

歯科、小児歯科 0598-25-3111
松阪市駅部田町１８８８－３７
マツサカシマエノヘタチョウ

英語 ○

369
大市歯科医院
Ooichi Shika Iin

歯科 0598-21-1497
松阪市殿町１２９２
マツサカシトノマチ

英語 ○

370
西村歯科クリニック
Nishimura Shika Clinic

歯科、矯正歯科、小児歯科 0598-21-0075
松阪市駅部田町１０４７－９
マツサカシマエノヘタチョウ

フィリピノ語 ◎

371
村田歯科クリニック
Murata Shika Clinic

歯科、小児歯科、歯科口腔外科 0598-26-6474
松阪市五反田町４－１１２１－１３
マツサカシゴタンダチョウ

英語 ◎

372
森本歯科医院
Morimoto Shika  Iin

歯科 0598-21-1885
松阪市愛宕町３－７３
マツサカシアタゴマチ

英語 ○

373
北野歯科
Kitano Shika

歯科 0598-21-0649
松阪市長月町１２
マツサカシチョウゲツチョウ

英語 ○

374
阪口歯科
Sakaguchi Shika

歯科、矯正歯科、小児歯科 0598-51-5510
松阪市鎌田町６９２－３０
マツサカシカマダチョウ

英語 ○

375
歯科クリニック花
Shika Clinic Hana

歯科、小児歯科、矯正歯科 0598-26-8787
松阪市内五曲町２４－１
マツサカシウチゴマガリチョウ

英語 ○

376
松島歯科医院
Matsushima Shika Iin

歯科、小児歯科、歯科口腔外科 0598-21-9191
松阪市川井町７６０－３
マツサカシカワイマチ

英語 ◎

377
よいほの歯科診療所
Yoihono Shika Shinryousho

歯科、矯正歯科、小児歯科 0598-22-3339
松阪市内五曲町８５－１
マツサカシウチゴマガリチョウ

英語 ○

378
(医)イワサ小児科
Iwasa Shounika

小児科 0598-29-0051
松阪市下村町527
マツサカシシモムラチョウ

英語 ○
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379
かいばな内科クリニック
Kaibana Naika Clinic

内科、糖尿病内科、血液内科、消化器内
科、リハビリテーション科、在宅診療対応

0598-25-1024
松阪市垣鼻町１７６１－２３
マツサカシカイバナチョウ

英語 ○

380
わけ歯科
Wake Shika

歯科、小児歯科 0598-25-0648
松阪市田原町１８９－３２
マツサカシタワラチョウ

ポルトガル
語、英語、
フィリピノ語

○

381
とき矯正歯科
Toki Kyosei Shika

矯正歯科 0598-25-5522
松阪市久保町４６７－１
マツサカシクボチョウ

英語 ◎

382
礒田歯科
Isoda Shika

歯科、小児歯科 0598-21-0606
松阪市魚町１６７１
マツサカシウオマチ

英語 ○

383
クローバー歯科
Clover Shika

歯科、小児歯科 0598-25-0002
松阪市岡本町２２０－５
マツサカシオカモトチョウ

英語 ○

英語 ◎
台湾語、ドイ
ツ語、北京
語、広東語

○

385
あい歯科医院
Ai Shika Iin

歯科、小児歯科、矯正歯科 0598-26-7575
松阪市川井町５３２－１
マツサカシカワイマチ

英語 ○

386
のぞみ歯科
Nozomi Shika

歯科、小児歯科 0598-48-0879
松阪市嬉野中川町８１９－８
マツサカシウレシノナカガワチョウ

英語 ◎

英語 ◎
フランス語、
ポルトガル

○

388
浜瀬歯科室
Hamase Shikashitsu

歯科、小児歯科、歯科口腔外科 0598-21-6313
松阪市大黒田町１７６５
マツサカシオオクロダチョウ

英語 ○

389
東医院
Azuma Iin

産婦人科、内科、外科 0598-38-2009
多気郡多気町相可１０４４
タキグンタキチョウオウカ

英語 ◎

390
藤井医院
Fujii Iin

内科、循環器科、胃腸科、放射線科 0598-38-2025
多気郡多気町相可１５３－１
タキグンタキチョウオウカ

英語 ○

391
くろい歯科クリニック
Kuroi Shika Clinic

歯科、歯科口腔外科、小児歯科 0598-38-2152
多気郡多気町相可７９３－５
タキグンタキチョウオウカ

英語 ○

392
せこ歯科クリニック
Seko Shika Clinic

歯科、小児歯科、矯正歯科、歯科口腔外
科

0598-38-8000
多気郡多気町相可１００１－１
タキグンタキチョウオウカ

英語 ○

393
三重ハートセンター
Mie Heart Center

循環器内科、心臓血管外科、内科 0596-55-8188
多気郡明和町大淀２２２７－１
タキグンメイワチョウオオヨド

英語 ○

394
すいもん眼科
Suimon Ganka

眼科 0596-53-0088
多気郡明和町金剛坂８２２－１５
タキグンメイワチョウコンゴウザカ

英語 ○

395
北島医院
Kitajima Iin

内科 0596-52-5005
多気郡明和町竹川３５３
タキグンメイワチョウタケガワ

英語 ○

396
櫛谷内科クリニック
Kushiya Naika Clinic

内科 0596-53-1100
多気郡明和町金剛坂８１６－６６
タキグンメイワチョウコンゴウザカ

英語 ○

397
こまだ神経内科
Komada Shinkei Naika

神経内科、内科、心療内科、精神科 0596-53-0001
多気郡明和町金剛坂８１６番地９
タキグンメイワチョウコンゴウザカ

英語 ○

北京語 ◎

広東語 ○

399
はしもと歯科クリニック
Hashimoto Shika Clinic

歯科、小児歯科、歯科口腔外科 0596-52-1101
多気郡明和町佐田2548－13
タキグンメイワチョウサタ

英語 ○

400
しもさと歯科クリニック
Shimosato  Shika Clinic

スポーツ歯科、ホワイトニング・ブリーチ
ング、予防歯科、審美歯科・マウスピー
ス矯正、小児歯科、一般歯科、入れ歯、
かぶせもの・つめもの

0596-64-8212
多気郡明和町馬之上１１８１－１
タキグンメイワチョウウマノウエ

英語 ◎

401
むらばやし歯科医院
Murabayashi Shika Iin

歯科 0598-85-1012
多気郡大台町栃原１６８３－５
タキグンオオダイチョウトチハラ

英語 ○

402
伊勢慶友病院
Ise Keiyu Byouin

内科、神経内科、脳神経外科、整形外
科、小児科、形成外科、外科、泌尿器
科、婦人科、  皮膚科、リハビリテーショ
ン科

0596-22-1155
伊勢市常磐２－７－２８
イセシトキワ

英語 ○

403
いせ在宅医療クリニック
Ise Zaitaku Iryo Clinic

内科、心療内科 0596-20-8104
伊勢市御薗町高向９２７
イセシミソノチョウタカブク

英語 ○

404
小原産婦人科
Ohara Sanfujinka

産婦人科 0596-28-8111
伊勢市宮後１－５－３
イセシミヤジリ

英語 ○

405
亀谷内科胃腸科
Kameya Naika Ichouka

内科、消化器内科、呼吸器内科、循環器
内科

0596-22-1105
伊勢市岩渕１－１３－３
イセシイワブチ

英語 ◎

406
高見内科
Takami Naika

内科、消化器内科（胃腸内科）、放射線
科、泌尿器科、リハビリテーション科

0596-28-3931
伊勢市岡本１－４－２８
イセシオカモト

英語 ○

407
西井耳鼻咽喉科
Nishii Jibiinkouka

耳鼻咽喉科 0596-24-3387
伊勢市一志町７－１
イセシイチシチョウ

英語 ○

408
藤井整形外科クリニック
Fujii Seikeigeka Clinic

整形外科、リウマチ科、リハビリテーショ
ン科

0596-26-2001
伊勢市楠部町乙１３９－２
イセシクスベチョウオツ

英語 ○

409
やまなかこどもクリニック
Yamanaka Kodomo Clinic

小児科、アレルギー科 0596-20-8005
伊勢市小俣町相合４８０
イセシオバタチョウソウゴウ

英語 ○

410
荒木内科循環器科
Araki Naika Junkankika

内科、呼吸器内科、循環器内科 0596-38-0555
伊勢市西豊浜町５４４４
イセシニシトヨハマチョウ

英語 ○

411
大西皮ふ科
Onishi Hifuka

皮膚科 0596-23-0322
伊勢市岡本３－１６－１
イセシオカモト

英語 ○

412
倉田医院
Kurata Iin

内科、呼吸器内科、 呼吸器外科、循環
器外科、アレルギー科

0596-28-7555
伊勢市常磐２－６－２０
イセシトキワ

英語 ○

413
さかとく小児科
Sakatoku Shounika

小児科、アレルギー科 0596-31-1511
伊勢市小木町５１２
イセシコウギチョウ

英語 ○

387
ひまわり歯科
Himawari Shika

歯科 0598-26-5770
松阪市駅部田町１４０－１糸久ビル２
階
マツサカシマエノヘタチョウ

398
西井歯科医院
Nishii Shika Iin

歯科、小児歯科、歯科口腔外科、矯正歯
科

0596-52-7007
多気郡明和町明星９７６－３
タキグンメイワチョウミョウジョウ

384
平成台歯科
Heiseidai Shika

歯科 0598-22-3010
松阪市岡本町３８６－１
マツサカシオカモトチョウ
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414
徳田ファミリークリニック
Tokuda Family Clinic

内科、消化器内科、小児科、アレルギー
科

0596-28-8425
伊勢市倭町１３２
イセシヤマトマチ

英語 ○

415
堀胃腸科医院
Hori Ichouka Iin

胃腸科 0596-28-7556
伊勢市河崎１－１２－１
イセシカワサキ

英語 ○

416
松本医院
Matsumoto Iin

内科、消化器内科、 小児科 0596-36-4693
伊勢市神社港２０－１３
イセシカミヤシロコウ

英語 ○

英語 ◎
スペイン語 ○

418
でぐち内科クリニック
Deguchi Naika Clinic

内科、消化器内科、肝臓内科、呼吸器内
科、循環器内科、リハビリテーション科

0596-44-1711
伊勢市二見町荘２１４１
イセシフタミチョウショウ

英語 ○

419
二見浦内科
Futamiura Naika

内科、小児科、アレルギー科、呼吸器内
科、循環器内科、消化器内科（胃腸内
科）、皮膚科、耳鼻いんこう科

0596-42-1122
伊勢市二見町茶屋１４７
イセシフタミチョウチャヤ

英語 ○

420
やのはらクリニック
Yanohara Clinic

耳鼻いんこう科、気管食道外科、アレル
ギー科

0596-25-8741
伊勢市小俣町相合４７８－４
イセシオバタチョウソウゴウ

英語 ◎

421
整形外科　網谷医院
Seikei Geka Amitani Iin

整形外科 0596-28-1122
伊勢市八日市場町9-12
イセシヨウカイチバチョウ

英語 ◎

422
山本医院
Yamamoto Iin

内科、外科、消化器内科・胃腸内科 0596-44-2323
伊勢市二見町溝口４０１－１
イセシフタミチョウミゾグチ

英語 ○

423
西山クリニック
Nishiyama Clinic

循環器内科、内科 0596-21-2480
伊勢市一之木２－１１－１８
イセシイチノキ

英語 ○

424
いらご歯科医院
Irago Shika Iin

歯科、小児歯科、歯科口腔外科 0596-22-6001
伊勢市神久１－４－３０
イセシジンキュウ

英語 ○

425
松崎歯科医院
Matsuzaki Shika Iin

歯科、矯正歯科 0596-22-2566
伊勢市宮後３－１－２２
イセシミヤジリ

英語 ○

426
三木歯科医院
Miki Shika  Iin

歯科、小児歯科 0596-23-9292
伊勢市中島２－１－３
イセシナカジマ

英語 ○

427
伊勢かめや眼科
Ise Kameya Ganka

眼科 0596-20-1113
伊勢市神田久志本町１７８３
イセシカンダクシモトチョウ

英語 ○

428
松井歯科医院
Matsui Shika Iin

歯科、小児歯科 0596-20-5800
伊勢市吹上２－８－１２
イセシフキアゲ

英語 ○

429
村松有滝診療所
Muramatsu Aritaki
Shinryousho

脳神経外科、神経内科、内科、リハビリ
科

0596-38-1212
伊勢市村松町３２９４－１５
イセシムラマツチョウ

英語 ○

430
小林歯科医院
Kobayashi Shika Iin

歯科、小児歯科、矯正歯科 0596-28-4098
伊勢市岩渕２丁目７－８
イセシイワブチ

英語 ○

431
タウンビル浜口歯科
Town BLD Hamaguchi Shika

歯科 0596-23-1911
伊勢市宮後１－１－１４タウンビル
４階
イセシミヤジリ

英語 ○

432
藤田歯科
Fujita Shika

歯科 0596-24-9261
伊勢市常磐２－１３－７
イセシトキワ

北京語、英
語

○

433
田所歯科
Tadokoro Shika

歯科、矯正歯科、小児歯科 0596-28-2985
伊勢市曽祢１－６－３
イセシソネ

英語 ○

434
伊藤歯科
Itou Shika

歯科、小児歯科、歯科口腔外科、矯正歯
科

0596-29-2020
伊勢市船江１－５－６０
イセシフナエ

英語 ○

435
あい歯科クリニック
Ai Shika Clinic

歯科 0596-20-8148
伊勢市辻久留５２０－３
イセシツジクル

英語 ○

436
松崎矯正歯科クリニック
Matsuzaki Kyousei  Shika
Clinic

矯正歯科 0596-22-2566
伊勢市河崎１－１２－５
イセシカワサキ

英語 ○

437
山口歯科医院
Yamaguchi Shika Iin

歯科 0596-24-2321
伊勢市小俣町元町１７９１
イセシオバタチョウモトマチ

英語 ○

438
松葉歯科医院
Matsuba Shika Iin

歯科 0596-23-6489
伊勢市御薗町高向６６９
イセシミソノチョウタカブク

英語 ○

439
佐田歯科
Sada Shika

歯科 0596-37-5822
伊勢市小俣町明野３８２－１２
イセシオバタチョウアケノ

英語 ○

440
きくち矯正歯科
Kikuchi Kyousei Shika

矯正歯科 0596-26-0888
伊勢市御薗町長屋２０６１－２
イセシミソノチョウナガヤ

英語 ○

441
平田歯科クリニック
Hirata Shika Clinic

歯科 0596-44-0003
伊勢市二見町荘７１－３
イセシフタミチョウショウ

英語 ○

442
岩田医院
Iwata Iin

内科、小児科 0596-28-5356
伊勢市二俣１丁目４－１６
イセシフタマタ

英語 ○

443
医療法人 なかの歯科
Nakano Shika

歯科、小児歯科、矯正歯科、歯科口腔外
科

0596-23-6480
伊勢市楠部町４５８－１
イセシクスベチョウ

英語 ◎

444
にしやま歯科
Nishiyama Shika

歯科、矯正歯科、小児歯科 0596-28-2917
伊勢市御薗町王中島８０５
イセシミソノチョウオウナカジマ

英語 ○

445
きらきら助産院
Kirakira Josan In

助産
080-6902-
1981

伊勢市小保田町湯田341-3　B101
イセシオバタチョウユタ

英語 〇

446
宇治山田歯科医院
Ujiyamada Shika Iin

歯科、小児歯科、矯正歯科、歯科口腔外
科

0596-21-5888
伊勢市岩渕２丁目４－３７
イセシイワブチ

英語 ○

447
坂手診療所
Sakate Shinryousho

内科、外科、小児科 0599-26-3746
鳥羽市坂手町１７８
トバシサカテチョウ

英語 ○

448
小林内科クリニック
Kobayashi Naika Clinic

内科、消化器内科、リハビリテーション科 0599-25-0020
鳥羽市大明西町１－１
鳥羽ショッピングプラザハロー２階
トバシオアキニシマチ

英語 ○

449
高丘歯科医院
Takaoka Shika Iin

歯科、小児歯科、歯科口腔外科 0599-21-2003
鳥羽市高丘町９－４２
トバシタカオカチョウ

英語 〇

450
いしがみ医院
Ishigami Iin

整形外科、リハビリテーション科 0599-56-0022
志摩市磯部町迫間３６１
シマシイソベチョウハサマ

英語 ○

417
本橋産婦人科
Motohashi Sanfujinka

産婦人科 0596-23-4103
伊勢市一之木１－８－７
イセシイチノキ
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451
志摩こどもの城クリニック
Shima Kodomo no Shiro

小児科、アレルギー科 0599-46-1525
志摩市阿児町鵜方３００９－２３
シマシアゴチョウウガタ

英語 ○

452
中條眼科志摩分院
Chujo Ganka Shima Bunin

眼科 0599-55-3111
志摩市磯部町迫間１８０３番地
シマシイソベチョウハサマ

英語 ○

453
中瀬外科胃腸科
Nakase Geka Ichouka

外科、消化器内科（胃腸内科）、皮膚科、
肛門科、内科

0599-43-4327
志摩市阿児町鵜方３０３６－３
シマシアゴチョウウガタ

英語 ○

454
整形外科 松井医院
Seikeigeka Matsui Iin

整形外科 0599-85-0047
志摩市志摩町布施田３９２
シマシシマチョウフセダ

英語 ◎

455
いずみ耳鼻咽喉科･
アレルギー科
Izumi Jibiinkouka・Arerugiika

耳鼻いんこう科、アレルギー科 0599-44-0007
志摩市阿児町鵜方５０１７
シマシアゴチョウウガタ

英語 ○

456
鵜飼耳鼻咽喉科･
アレルギー科
Ukai Jibiinkouka ・Arerugiika

耳鼻いんこう科、 アレルギー科 0599-43-8341
志摩市阿児町鵜方３２８３－２
シマシアゴチョウウガタ

英語 ◎

457
金児外科医院
Kaneko Geka Iin

外科、肛門外科、消化器外科、麻酔科、
リハビリテーション科

0599-43-4918
志摩市阿児町鵜方１２２１－１
シマシアゴチョウウガタ

英語 ◎

458
服部内科
Hattori Naika

内科 0599-43-1033
志摩市阿児町鵜方３１２６－１５
シマシアゴチョウウガタ

英語 ○

459
鍋島整形外科
Nabeshima Seikeigeka

整形外科 0599-43-1191
志摩市阿児町鵜方２４２０－６
シマシアゴチョウウガタ

英語 ○

460
鍋島歯科医院
Nabeshima Shika Iin

歯科、矯正歯科 0599-85-0367
志摩市志摩町和具１９６５－２
シマシシマチョウワグ

英語 ○

461
酒井歯科医院
Sakai Shika Iin

歯科 0599-53-0132
志摩市浜島町浜島１７８７－６５
シマシハマジマチョウハマジマ

英語 ○

462
中西歯科
Nakanishi Shika

歯科、小児歯科 0599-53-0127
志摩市浜島町浜島３０９６
シマシハマジマチョウハマジマ

英語 ○

463
大山歯科クリニック
Ooyama Shika Clinic

歯科、矯正歯科、小児歯科 0599-85-7718
志摩市志摩町和具１２１１
シマシシマチョウワグ

英語 ○

464
やまぐちデンタルクリニック
Yamaguchi Dental Clinic

歯科、小児歯科 0599-47-3238
志摩市阿児町国府２８５３－２
シマシアゴチョウコウ

英語 ○

スペイン語 ○
フランス語、
英語

◎

466
山本クリニック
Yamamoto Clinic

内科、呼吸器科、アレルギー科 0599-84-0777
志摩市志摩町片田3033－5
シマシシマチョウカタダ

英語 ○

467
和穂歯科医院
Kazuho Shika Iin

歯科 0599-43-2999
志摩市阿児町神明1107-132
シマシアゴチョウシンメイ

英語 ◎

468
なべしま歯科
Nabeshima Shika

歯科 0599-54-0011
志摩市浜島町浜島858
シマシハマジマチョウハマジマ

英語 ◎

469
神戸クリニック
Kanbe Clinic

内科、外科 0596-58-8499
度会郡玉城町佐田５００－１
ワタライグンタマキチョウサタ

英語 ○

470
久瀬医院
Kuze Iin

内科、外科、消化器内科 0596-58-3120
度会郡玉城町佐田１７５０
ワタライグンタマキチョウサタ

英語 ○

471
ふくだ歯科医院
Fukuda Shika Iin

歯科、小児歯科、歯科口腔外科 0596-58-7500
度会郡玉城町田丸３８－１
ワタライグンタマキチョウタマル

英語 ○

472
乾歯科医院佐田
Inui Shika Iin Sata

歯科 0596-58-3618
度会郡玉城町佐田２２２
ワタライグンタマキチョウサタ

英語 ○

473
なかむらデンタルクリニック
Nakamura Dental Clinic

歯科、小児歯科 0596-58-1182
度会郡玉城町玉川６５３－１
ワタライグンタマキチョウタマガワ

英語 ○

474
森本医院
Morimoto Iin

内科、整形外科 0596-62-0140
度会郡度会町棚橋４６８－１
ワタライグンワタライチョウタナハシ

英語 ○

475
町立南伊勢病院
Chouritsu Minamiise Byouin

内科、神経内科、外科    整形外科、皮
膚科

0599-66-0011
度会郡南伊勢町五ケ所浦２９６９
ワタライグンミナミイセチョウゴカショ
ウラ

英語 ◎

476
関岡クリニック
Sekioka Clinic

循環器内科、内科、呼吸器内科、消化器
内科（胃腸内科）、糖尿病内科（代謝内
科）、アレルギー科

0599-67-0070
度会郡南伊勢町五ケ所浦４１３３
ワタライグンミナミイセチョウゴカショ
ウラ

英語 ◎

477
なんとう歯科クリニック
Nanto Shika Clinic

歯科、歯科口腔外科、小児歯科 0596-72-0824
度会郡南伊勢町東宮３２９０
ワタライグンミナミイセチョウトウグウ

英語 ○

478
楠崎歯科医院
Kusuzaki Shika Iin

歯科、小児歯科 0599-66-0047
度会郡南伊勢町五ケ所浦９８８－２５
ワタライグンミナミイセチョウゴカショ
ウラ

英語 ○

479
瀧原診療所
Takihara Shinryousho

整形外科、外科、内科、リハビリテーショ
ン科、リウマチ科、アレルギー科

0598-86-3122
度会郡大紀町滝原１５１６－３
ワタライグンタイキチョウタキハラ

英語 ○

480
メディカルケア伊勢志摩
Medical Care Ise Shima

内科、外科、整形外科、精神科、泌尿器
科、眼科

0599-67-0080
度会郡南伊勢町下津浦７６７－８
ワタライグンミナミイセチョウシモツウ
ラ

英語 〇

481
大野医院
Oono Iin

内科 0598-72-2012
度会郡大紀町大内山７３０－４
ワタライグンタイキチョウオオウチヤ
マ

英語 ○

482
清水眼科
Shimizu Ganka

眼科 0595-23-0718
伊賀市上野寺町１１６５－３
イガシウエノテラマチ

英語 ○

483
アクアクリニック伊賀
Aqua Clinic Iga

内科、整形外科、リハビリテーション科 0595-21-6500
伊賀市上野丸之内１０－８
イガシウエノマルノウチ

英語 ○

484
猪木内科医院
Inoki Naika Iin

内科、循環器内科、呼吸器科、消化器科 0595-21-8288
伊賀市小田町２０６－３
イガシオタチョウ

英語 ○

485
馬岡医院
Umaoka Iin

内科、循環器内科、呼吸器内科、消化器
内科（胃腸内科）

0595-21-3005
伊賀市上野丸之内１１６－３
イガシウエノマルノウチ

英語 ○

486
まちしクリニック
Machishi Clinic

内科、アレルギー科 0595-45-7788
伊賀市下柘植１０９２
イガシシモツゲ

英語 ○

465
わき内科クリニック
Waki Naika Clinic

内科、消化器科、糖尿病内科 0599-45-8011
志摩市阿児町甲賀字鹿谷4128－1
シマシアゴチョウコウカアザシカタニ



外国語で対応可能な医療機関リスト（三重県内）

機関略名称 診療科目 電話番号 住所 言語 レベル
◎：言葉に不自由することなく診療が可能     ○：日常会話程度の会話力ではあるが診療が可能

487
森田クリニック
Morita Clinic

内科、アレルギー科、心療内科 0595-22-2233
伊賀市上野玄蕃町２１９－１
イガシウエノゲンバマチ

英語 ○

488
医療法人吉村クリニック
Yoshimura Clinic

内科、外科、消化器内科（胃腸内科）、肛
門外科、整形外科、リハビリテーション科

0595-22-2121
伊賀市土橋１９２－１
イガシツチハシ

英語 ○

489
川原田内科
Kawarada Naika

内科 0595-52-0500
伊賀市阿保１３２９－１
イガシアオ

英語 ○

490
城医院
Jou Iin

内科、外科、消化器内科、小児科、眼科 0595-52-0017
伊賀市別府１６２
イガシベフ

英語 ○

491
おおすみ整形外科
Oosumi Seikeigeka

整形外科、リウマチ科、 リハビリテーショ
ン科

0595-45-1200
伊賀市柏野６００番地の１
イガシカシワノ

英語 ○

英語 ◎
ドイツ語 ○

493
峰歯科･矯正歯科クリニック
Mine Shika Kyousei Shika Clinic

歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外
科

0595-21-1616
伊賀市上野西大手町３５９８
イガシウエノニシオオテチョウ

英語 ○

494
内田歯科
Uchida Shika

歯科 0595-21-0271
伊賀市上野農人町５６４
イガシウエノノウニンマチ

英語 ○

495
村田歯科医院
Murata Shika Iin

歯科、小児歯科、歯科口腔外科 0595-45-2025
伊賀市柘植町２２９６
イガシツゲチョウ

英語 ○

496
服部歯科医院
Hattori Shika Iin

歯科、小児歯科、歯科口腔外科 0595-23-3130
伊賀市佐那具町６４０
イガシサナグチョウ

英語 ○

497
木治歯科医院
Kiji Shika Iin

歯科 0595-36-1255
伊賀市比土３２１３－１
イガシヒド

英語 ○

498
和久田歯科医院
Wakuda Shika Iin

歯科、小児歯科、歯科口腔外科 0595-21-8241
伊賀市平野城北町１１３
イガシヒラノジョウホクチョウ

英語 ○

499
上野こどもクリニック
Ueno Kodomo Clinic

小児科 0595-23-8558
伊賀市平野城北町１２３
イガシヒラノジョウホクチョウ

英語 ○

500
はくほうクリニック
Hakuhou Clinic

耳鼻咽喉科、小児耳鼻咽喉科、アレル
ギー科

0595-22-1187
伊賀市平野西町６６
イガシヒラノニシチョウ

英語 ○

501
東整形外科
Azuma Seikeigeka

整形外科 0595-65-2130
名張市桔梗が丘８番町５－１１０
ナバリシキキョウガオカハチバンチョ
ウ

英語 ○

502
田合医院
Tagou Iin

耳鼻いんこう科 0595-63-0271
名張市木屋町８１５
ナバリシキヤマチ

英語 ○

503
なばりこどもクリニック
Nabari Kodomo Clinic

小児科、アレルギー科 0595-62-2105
名張市鴻之台３番町２４－２
ナバリシコウノダイ３バンチョウ

英語 ○

504
やまがみ眼科
Yamagami Ganka

眼科 0595-62-0888
名張市希央台４番町２番
ナバリキオダイ

英語 ◎

505
湯村内科
Yumura Naika

内科、循環器科、呼吸器科、胃腸科 0595-61-1212
名張市松崎町１３４３－１
ナバリシマツサキマチ

ドイツ語、英
語

○

506
百合が丘クリニック
Yurigaoka Clinic

内科、小児科、アレルギー科、漢方内
科、漢方小児科、漢方アレルギー科

0595-64-2000
名張市百合が丘東１番町１４
ナバリシユリガオカヒガシ

北京語、英
語、台湾語

○

507
吉住小児科
Yoshizumi Shounika

小児科 0595-64-3320
名張市栄町２９２２
ナバリシサカエマチ

英語 ○

508
秋山整形外科クリニック
Akiyama Seikeigeka Clinic

整形外科、リウマチ科、リハビリテーショ
ン科

0595-62-7000
名張市蔵持町原出７６９番１
ナバリシクラモチチョウハラデ

英語 ○

509
河野歯科医院
Kawano Shika Iin

歯科 0595-64-3501
名張市赤目町丈六４６１－４
ナバリシアカメチョウジョウロク

英語 ○

510
たきおか歯科クリニック
Takioka Shika Clinic

歯科、小児歯科、歯科口腔外科 0595-62-0620
名張市結馬９４２
ナバリシケチバ

英語 ○

511
桔梗が丘大門歯科医院
Kikyougaoka Daimon Shika Iin

歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外
科

0595-65-5158
名張市桔梗が丘２－１－１
ナバリシキキョウガオカ

英語 ○

512
中野歯科医院
Nakano  Shika Iin

歯科、小児歯科、歯科口腔外科、矯正歯
科

0595-64-3137
名張市百合が丘西１番町１３９
ナバリシユリガオカニシ

英語 ○

513
あたらし歯科医院
Atarashi Shika Iin

歯科 0595-62-7088
名張市南町７９１
ナバリシミナミマチ

英語 ○

514
すずらん台矯正歯科
Suzurandai Kyousei Shika

矯正歯科、歯科、小児歯科 0595-68-5141
名張市すずらん台東３番町２１７
ナバリシスズランダイヒガシ

英語 ○

515
名張よこやま眼科
Nabari Yokoyama Ganka

眼科 0595-66-0007
名張市桔梗が丘7番町3街区1813-14
ナバリシキキョウガオカ７バンチョウ
3ガイク

英語 ○

516
きさらぎ矯正歯科医院
Kisaragi Kyousei Sika Iin

歯科、矯正歯科、小児歯科 0595-65-7727
名張市美旗町中１番１８７７－３６
ナバリシミハタチョウナカ

英語 ○

517
シルク歯科クリニック
Silk Shika Clinic

歯科、小児歯科、矯正歯科 0595-42-8241
名張市希央台５番町１９号なばりえ
１Ｆ
ナバリシキオウダイ

英語 ○

518
和田眼科クリニック
Wada Ganka Clinic

眼科 0597-25-0010
尾鷲市中村町７－１３
オワセシナカムラチョウ

英語 ○

519
加藤歯科
Katou Shika

歯科、小児歯科 0597-23-0288
尾鷲市中村町８－１９
オワセシナカムラチョウ

英語 ○

520
あい六歯科医院
Airoku Shika Iin

歯科 0597-22-5573
尾鷲市栄町１１－８
オワセシサカエマチ

英語 ○

521
上里診療所
Kamizato Shinryousho

内科、外科、呼吸器科、循環器科 0597-33-1100

北牟婁郡紀北町海山区上里３５０
番地１
キタムログンキホクチョウミヤマクカミ
ザト

英語 ○

歯科武田医院
Shika Takeda  Iin

歯科、歯科口腔外科、 小児歯科 0595-21-0125
伊賀市上野桑町１９９１
イガシウエノクワマチ

492
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522
宮原歯科医院
Miyahara Shika Iin

歯科 0597-47-3433

北牟婁郡紀北町紀伊長島区長島
２００８
キタムログンキホクチョウキイナガシ
マクナガシマ

英語 ○

523
協立内科外科医院
Kyouritsu Naika Geka Iin

外科、内科 0597-89-5035
熊野市井戸町３７８
クマノシイドチョウ

英語 ◎

524
同仁歯科
Dojin Shika

一般歯科 0597-83-0026
熊野市五郷町寺谷916
クマノシイサトチョウテラダニ

英語 〇

525
紀和歯科診療所
Kiwa Shika Shinryousho

歯科 0597-80-7000
熊野市紀和町板屋１３５－１
クマノシキワチョウイタヤ

英語 ○

526
大久保医院
Ookubo Iin

内科 05979-2-3265
南牟婁郡御浜町下市木４５３８
ミナミムログンミハマチョウシモイチ
ギ

英語 ◎

527
西久保内科クリニック
Nishikubo Naika Clinic

内科、リウマチ科、呼吸器内科、糖尿病
内科

05979-3-1155
南牟婁郡御浜町阿田和５１８９－１
ミナミムログンミハマチョウアタワ

英語 ○

528
谷口クリニック
Taniguchi Clinic

内科、外科、放射線科    リハビリテー
ション科

05979-2-4333
南牟婁郡御浜町阿田和６０６６
ミナミムログンミハマチョウアタワ

英語 ○

529
みはま歯科医院
Mihama Shika Iin

歯科、小児歯科、歯科口腔外科 05979-2-3458
南牟婁郡御浜町阿田和６１０５－６
ミナミムログンミハマチョウアタワ

ドイツ語、英
語

◎

530
舞子ヶ浜歯科
Maikogahama Shika

歯科 0735-32-2577
南牟婁郡紀宝町井田１２２０－２
ミナミムログンキホウチョウイダ

英語 ○

531
須川歯科医院
Sugawa Shika Iin

歯科、小児歯科 0735-23-2570
南牟婁郡紀宝町成川６２５－１
ミナミムログンキホウチョウナルカワ

英語 ○


