
登録医療機関　一覧表（50音順） 令和4年7月時点

医療機関名称 代表者 住所 電話番号 標榜診療科 ホームページ

赤目養生診療所 藤岡　義孝 518-0465 三重県名張市赤目町丈六411番地 0595-64-1055 内科 -

秋山整形外科クリニック 秋山　晃一 518-0752 三重県名張市蔵持町原出769番地1 0595-62-7000
整形外科・リハビリテーション
科・リウマチ科

https://akiyama-seikei.com/

東整形外科 東　明彦 518-0628 三重県名張市桔梗が丘8番町5街区110番地 0595-65-2130
整形外科・リハビリテーション
科・リウマチ科・小児科・アレ
ルギー科

-

上坂内科 上坂　太祐 518-0465 三重県名張市赤目町丈六247番地2 0595-64-8211
内科・呼吸器科・アレルギー
科

https://uesakanaika.www2.jp/

うえなみ内科クリニック 上浪　健 518-0702 三重県名張市鴻之台2番町29番地1 0595-63-9321
内科・呼吸器内科・アレル
ギー科・放射線科

https://www.uenami-naika.or.jp/

おおふち医院 大渕　信幸 518-0741 三重県名張市梅が丘南1番町208番地 0595-62-7800 内科・小児科 -

岡田皮膚科 岡田　浩明 518-0723 三重県名張市木屋町815番地16 0595-64-7555 皮膚科 -

かとう小児科医院 加藤　正彦 518-0625 三重県名張市桔梗が丘5番町2街区48番地 0595-65-5311 小児科・アレルギー科 https://www.nabari-katou-shonika.com/

釜本医院 釜本　寛之 518-0723 三重県名張市木屋町1386番地 0595-63-0345 内科・消化器内科 http://www.kamamotoiin.com/

上久保整形外科クリニック 上久保　鉄夫 518-0722 三重県名張市松崎町1443番地 0595-63-2211 整形外科 -

川口皮フ科 川口　浩二 518-0623 三重県名張市桔梗が丘3番町1街区31番地 0595-65-8701 皮膚科 -

桔梗往診クリニック24 只佐　直也 518-0625 三重県名張市桔梗が丘5番町1街区20番地 0595-41-0855 内科 -

桔梗が丘四番町診療所 古高　和生 518-0624 三重県名張市桔梗が丘4番町3街区44番地 0595-65-0102 心療内科・精神科 http://kikyo.or.jp/

喜多医院 喜多　公雄 518-0621 三重県名張市桔梗が丘1番町3街区39番地 0595-65-2088 内科・放射線科 http://kitaiinn-ykt.jp/

木野整形外科 木野　旬 518-0624 三重県名張市桔梗が丘4番町1街区7番地 0595-67-1515
整形外科・リハビリテーション
科 -

久保耳鼻咽喉科クリニック 久保　将彦 518-0622 三重県名張市桔梗が丘2番町1街区54番地 0595-65-7111 耳鼻咽喉科 https://kubo-jibi-inkoka.com/

こもりクリニック 古森　俊輔 518-0435 三重県名張市つつじが丘北5番町30番地 0595-68-8555 内科・小児科 -

さかい循環器内科クリニック 坂井　正孝 518-0773 三重県名張市希央台3番町6街区1番地 0595-62-0500 循環器科・内科・消化器科 https://sakaiclinic-nabari.com/

すぎのクリニック 杉野　雅志 518-0702 三重県名張市鴻之台2番町113番地2 0595-62-1700 泌尿器科 -
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総合医療クリニック桔梗 加茂　和敏 518-0625 三重県名張市桔梗が丘5番町9街区1812番地1 0595-66-1190
内科・消化器内科。循環器内
科

https://kikyo-medical.com/

卓山医院 卓山　誉千 518-0631 三重県名張市桔梗が丘南1番町1街区15番地4 0595-65-0001 産婦人科・内科・小児科 http://www.takayama-clinic.net/

武田産婦人科 武田　守弘 518-0701 三重県名張市鴻之台1番町144番地 0595-64-7655 産婦人科・内科・小児科 https://takeda-clinic.com/

田合医院 富田　まり子 518-0723 三重県名張市木屋町815番地 0595-63-0271 耳鼻咽喉科 -

ちひろ内科クリニック 喜久山　千尋 518-0774 三重県名張市希央台4番町2番地　メディカルセンター3Ｆ 0595-41-0005 内科 https://chihiro-clinic.net/

寺田病院 板野　聡 518-0441 三重県名張市夏見3260番地1 0595-63-9001

内科・胃腸内科・循環器内
科・リウマチ科・外科・胃腸外
科・大腸外科・乳腺外科・泌
尿器科・整形外科・リハビリ
テーション科・麻酔科

http://www.terada-hp.or.jp/

中西内科医院 中西　康博 518-0623 三重県名張市桔梗が丘3番町3街区5番地 0595-65-0586 内科 -

なばりこどもクリニック 稲持　英樹 518-0703 三重県名張市鴻之台3番町24番地2 0595-62-2105 小児科・アレルギー科 -

信岡医院 信岡　亮 518-0625 三重県名張市桔梗が丘5番町10街区45番地 0595-65-0023 内科・小児科 https://nobuchipepo.com/

はしもと総合診療クリニック 橋本　修嗣 518-0753 三重県名張市蔵持町里3258番地2 0595-61-3366 内科・胃腸科 https://hashimoto-clinic.or.jp/

浜口眼科 浜口　博史 518-0702 三重県名張市鴻之台2番町108番地 0595-64-8088 眼科 -

福喜多眼科医院 福喜多　寛 518-0621 三重県名張市桔梗が丘1番町4街区70番地 0595-65-5251 眼科 https://www.fukukita-ganka.com/

福喜多耳鼻咽喉科 福喜多　啓三 518-0703 三重県名張市鴻之台3番町34番地 0595-63-1133 耳鼻咽喉科・アレルギー科 http://www.fukukita-jibika.com/

藤本産婦人科 藤本　和子 518-0713 三重県名張市平尾3068-9 0595-63-0995 産婦人科・内科・小児科 http://website2.infomity.net/8390000053/

ほりいクリニック 松村　典彦 518-0472 三重県名張市百合が丘東2番町132番地2 0595-61-1231 内科・泌尿器科・透析 https://www.kouseikai-med.com/horii/

ほりいクリニック希央台 井本　卓 518-0775 三重県名張市希央台5番町35番地 0595-62-3051 内科・腎臓内科・透析 https://www.kouseikai-med.com/kioudai/

堀井内科 堀井　和臣 518-0625 三重県名張市桔梗が丘5番町4街区1 0595-65-5355
内科・消化器科・循環器科・
呼吸器科・放射線科 -

前沢整形外科 前沢　治 518-0712 三重県名張市桜ヶ丘3088番地62 0595-63-1008
整形外科・リハビリテーション
科・内科・外科 -
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ますだ呼吸器科クリニック 増田　大介 518-0445 三重県名張市瀬古口341番地3 0595-41-2277 内科・呼吸器内科 https://masuda-cl.net/

松田整形外科 松田　文秀 518-0702 三重県名張市鴻之台2番町68番地 0595-63-1711 整形外科・麻酔科 -

松永整形外科クリニック 松永　潔 518-0774 三重県名張市希央台4番町22番地 0595-64-7300
整形外科・リウマチ科・リハビ
リテーション科

http://www.matsunaga-seikei.com/

みらいのこどもクリニック 柏木　慎太郎 518-0774 三重県名張市希央台4番町2番地　メディカルセンター4F 0595-62-3888 小児科 https://mirainokodomo.net/

夢眠クリニック名張 山田　晋太郎 518-0711 三重県名張市東町1901番地1 0595-64-1717
内科・胃腸内科・こう門科・麻
酔科

http://mumingroup.jp/nabari/medical/

森岡内科クリニック 森岡　浩平 518-0718 三重県名張市丸之内3番地13 0595-63-0003 内科・糖尿代謝 -

矢倉医院 矢倉　政則 518-0611 三重県名張市新田2202番地2 0595-65-2251
内科・消化器科・外科・こう門
科・皮膚科 -

やすだクリニック 安田　正樹 518-0701 三重県名張市鴻之台1番町15番地 0595-61-2332 内科・循環器科・呼吸器科 -

山尾医院 山尾　洋成 518-0434 三重県名張市つつじが丘北4番町4番地 0595-68-1055
内科・循環器科・消化器科・
放射線科 -

やまがみ眼科 山上　和良 518-0774 三重県名張市希央台4番町2番地　メディカルセンター1F 0595-62-0888 眼科 https://yamagamiganka.com/

湯村内科 湯村　文敏 518-0722 三重県名張市松崎町1343番地1 0595-61-1212
内科・循環器科・呼吸器科・
胃腸科 -

百合が丘クリニック 山中　章好 518-0471 三重県名張市百合が丘東1番町14番地 0595-64-2000 内科・小児科・アレルギー科 http://kampo-yurigaoka.com/

名張よこやま眼科 横山　真介 518-0627 三重県名張市桔梗が丘7番町3街区1813番地14 0595-66-0007 眼科 http://nabari-ganka.com/

わたなべ整形外科医院 渡部　圭介 518-0711 三重県名張市東町1786番地4 0595-64-1115
整形外科・リハビリテーション
科

https://www.genki.vc/

青木整形外科 青木　孝 518-0226 三重県伊賀市阿保133-1 0595-52-5588 整形外科 -

川原田内科 川原田　力也 518-0226 三重県伊賀市阿保1329-1 0595-52-0500 内科・小児科・放射線科 -

黒田クリニック 黒田　幹人 518-0225 三重県伊賀市桐ヶ丘3丁目325 0595-52-2099
内科・消化器内科・リハビリ
テーション科

https://kuroda-cl.com/

城医院 城　祐輔 518-0221 三重県伊賀市別府162 0595-52-0017 循環器内科・内科 -

山添村国民健康保険　波多野診療所 水口　一三 630-2351 奈良県山添村大字中峯山1028-1 0743-85-0005 内科・外科 -


