
市区町村 医療機関名 電話番号(任意) 医療機関の長

徳島市 えもとこどもクリニック 088-664-8580 榎本　新也

徳島市 おかがわ内科・小児科 088-656-0022 岡川　和人

徳島市 岡部内科クリニック 088-665-6008 岡部　達彦

徳島市 北佐古クリニック 088-632-6811 小川　紘一

徳島市 木下病院 088-622-7700 木下　成三

徳島市 協栄内科 088-652-2211 上村　宷子

徳島市 幸地内科小児科 088-626-0333 佐野　隆宏

徳島市 後藤小児科 088-632-5510 後藤　町子

徳島市 西條胃腸内科 088-652-0365 西條　哲也

徳島市 じぞうばし内科外科 088-669-2121 後東　俊博

徳島市 城南公園内科 088-656-6661 宮本　泰文

徳島市 住友医院 088-652-6514 住友　正治

徳島市 住友内科病院 088-622-1122 住友　辰次

徳島市 高橋小児科 088-631-8153 高橋　洋三

徳島市 たけひさ医院 088-623-0484 武久美奈子

徳島市 田山チャイルドクリニック 088-633-2055 田山　正伸

徳島市 津田内科 088-622-0670 津田　　洋

徳島市 天満病院 088-632-1520 福本　　礼

徳島市 豊崎医院 088-631-0500 豊﨑　　纏

徳島市 豊田内科 088-654-5217 豊田　健二

徳島市 ひうら小児科 088-626-2503 日浦　恭一

徳島市 平尾レディースクリニック 088-669-6366 平尾　　務

徳島市 藤岡クリニック 088-622-0012 藤岡　　仁

徳島市 松永病院 088-632-3328 松永　茂樹

徳島市 真鍋医院 088-652-9686 真鍋　辰哉

徳島市 水の都記念病院 088-632-9299 佐々木利英

徳島市 みなと医院 088-662-1050 湊　　博惠

徳島市 宮内クリニック 088-633-5535 宮内　吉男

徳島市 ﾒｲﾌﾟﾙｸﾘﾆｯｸ高橋産婦人科 088-652-7077 高橋　史朗

徳島市 元木小児科 088-625-1025 元木　碎香

徳島市 横井内科クリニック 088-657-0188 横井　孝文

徳島市 吉村内科・小児科 088-626-3002 吉村　達久

徳島市 リバーサイドのぞみ病院 088-611-1701 佐々木奉文

徳島市 若槻クリニック 088-652-0437 若槻　真吾

徳島市 幸田医院 088-642-0018 幸田　トモ子



徳島市 愛育小児科 088-643-1205 平岡　政弘

徳島市 山田こどもクリニック 088-643-1313 山田　進一

徳島市 たかはし内科 088-643-0122 高橋　安毅

徳島市 国府クリニック 088-642-5920 井上　洋行

徳島市 国府藤田産婦人科 088-642-1026 藤田　泰彦

小松島市 ふじの小児科クリニック 0885-37-0250 藤野　佳世

小松島市 谷医院 0885-37-1003 谷　義彦

小松島市 小松島リハビリテーションクリニック 0885-33-2805 竹内　錬一

小松島市 赤岩医院 0885-37-1013 赤岩　務

小松島市 徳島ロイヤル病院 0885-32-8833 桝田　勝仁

小松島市 宮本小児科 0885-37-3567 宮本　直紀

小松島市 医療法人慈友会ライフクリニック 0885-37-1811 岩浅祐二郎

上勝町 国民健康保険上勝町診療所 0885-44-5010 川人愛

美波町 美波町国民健康保険日和佐病院 0884-77-1212 川井　尚臣

牟岐町 徳島県立海部病院 0884-72-1166 坂東　弘康

牟岐町 北川医院 0884-72-0260 北川　学

海陽町 海陽町宍喰診療所 0884-76-2028 白川　光雄

海陽町 医療法人松原会大里医院 0884-73-3102 松田　啓次

海陽町 いしもとファミリークリニック 0884-74-3503 石本　浩一

石井町 伊勢内科小児科 088-675-0535 伊勢　正夫

石井町 麻野病院 088-674-2311 麻野　博智

石井町 上田医院 088-675-1130 上田　聡一郎

石井町 川原内科・外科 088-675-0015 川原　弘行

石井町 記本耳鼻咽喉科クリニック 088-674-8778 記本　晃治

石井町 須見医院 088-674-0178 須見　昌輝

石井町 田中医院 088-674-6181 田中　治

石井町 森医院 088-674-1346 森　一道

石井町 手束病院 088-674-0024 手束　昭胤

神山町 神山医院 088-677-0066 河野　宗夫

神山町 中谷医院 088-676-0013 中谷　哲也

鳴門市 兼松小児科 088-686-2606 兼松宏

鳴門市 健康保険鳴門病院 088-683-0011 荒瀬誠治

鳴門市 斎藤医院 088-689-0151 斎藤勤

鳴門市 田口小児科クリニック 088-683-1120 田口義行

鳴門市 谷医院 088-686-3509 谷千秋



鳴門市 中西医院 088-689-1508 中西久貴

鳴門市 元木医院 088-685-8282 元木康文

松茂町 和クリニック 088-699-1777 曽川　堅一

北島町 有住内科クリニック 088-698-8655 有住　俊広

北島町 北島こどもクリニック 088-697-2221 富永　ユリ

北島町 くぼ小児科クリニック 088-678-7141 久保　雅宏

北島町 健生きたじまクリニック 088-698-9629 田中　宏実

北島町 新居内科 088-698-8808 新居　英昭

北島町 吉田レディスクリニック 088-698-0012 吉田　篤司

北島町 吉野川病院 088-698-6111 中西　美和子

藍住町 稲次整形外科病院 088-692-5757 湊　　　省

藍住町 清水内科 088-692-8900 清水　正樹

藍住町 鶴岡内科 088-692-6886 鶴岡　政徳

藍住町 富本小児科内科 088-692-7228 富本　尚子

藍住町 中山産婦人科 088-692-0333 中山　孝善

藍住町 増田クリニック 088-693-3020 増田　　裕

藍住町 水井医院 088-641-3121 水井　三雄

阿波市 大野病院 088-695-2112 大野　秀夫

阿波市 水谷クリニック 088-696-5507 水谷　義晴

阿波市 林内科医院 0883-35-6226 林　康夫

阿波市 森下医院 0883-35-5656 森下　和哉

阿波市 御所診療所 088-637-8033 加藤　修司

阿波市 金塚内科 088-695-5858 金塚　勝

吉野川市 リバーサイドクリニック岡田 0883-24-8884 岡田　哲

吉野川市 森住内科医院 0883-22-3010 森住　啓

吉野川市 （医）杉山会　杉山医院 0883-25-2802 青山　眞理

吉野川市 鈴木内科 0883-24-5880 鈴木　直紀

吉野川市 工藤内科 0883-42-3113 工藤　隆

吉野川市 さくら診療所 0883-42-5520 吉田　修

吉野川市 麻植協同病院 0883-24-2101 橋本　寛文

吉野川市 岡田医院 0883-25-3566 岡田　浩司

吉野川市 なかめ小児科内科クリニック 0883-26-3010 岡田　要

吉野川市 谷医院 0883-42-2353 谷　能也

美馬市 木下内科循環器科 木下　学

美馬市 ホウエツ病院 0883-52-1095 林　秀樹



美馬市 佐藤外科医院 0883-52-3334 佐藤　俊雄

美馬市 国見医院 0883-52-1243 国見　欣也

美馬市 美馬市国民健康保険木屋平診療所 0883-68-2541 藤原　真治

美馬市 多田クリニック 0883-53-1717 多田　拓司

美馬市 佐々木医院 0883-63-2001 佐藤　純瑞

美馬市 としま小児科 0883-53-6011 戸島　健治

美馬郡 つるぎ町立　半田病院 0883-64-3145 沖津　修

美馬郡 永尾病院 0883-62-2012 永尾　仁

美馬市 脇町中央医院 0883-52-1529 森下　津多子

美馬市 吉川医院 0883-52-1122 吉川　寛

美馬市 佐藤内科 0883-52-1045 佐藤　一樹

美馬市 成田クリニック 0883-55-0321 成田　一之

美馬郡 谷病院 0883-62-2053 谷　隆三

美馬市 岡内科病院 0883-52-0988 岡　芳剛

美馬市 林クリニック 0883-52-1001 林　真見子

美馬郡 武原外科整形外科医院 0883-64-2111 武原　正夫

東みよし町 内田医院 0883-82-2035 内田　智行

東みよし町 藤内整形外科病院 0883-82-3677 藤内　守

東みよし町 くはらクリニック 0883-76-5755 久原　孝

三好市 大歩危診療所 0883-84-1021 林　敏博

三好市 三好市国民健康保険西祖谷山村診療所 0883-87-2360 宮城　亮

合計医療機関数 126


