
施設名 郵便番号 都道府県 郡名 市区町村 番地 連絡先電話番号 ＨＰ
医療法人川内内科 770-0911 徳島県 徳島市 鮎喰町2丁目95-1 088-632-1505 https://kawauchi-clinic.jp/
住友内科病院 770-0863 徳島県 徳島市 安宅2丁目1-10 088-622-1122 http://sumitomonaika.com/
若槻クリニック 770-0863 徳島県 徳島市 安宅2丁目7-38 088-652-0437
徳島平成病院 770-0926 徳島県 徳島市 伊賀町3丁目19-2 088-623-8611 https://tokushimahp.jp/
吉村内科小児科 770-8052 徳島県 徳島市 沖浜2丁目1番地 088-626-3002
徳島健生病院 770-0805 徳島県 徳島市 下助任町4丁目9 088-622-7771 https://kenkou-seikyou.com/
武村クリニック 770-0871 徳島県 徳島市 金沢1丁目84-5 088-624-8800 http://takemuraclinic.jp/
高杉内科外科小児科脳外科 779-3112 徳島県 徳島市 国府町芝原字天満25-1 088-642-7474 http://www.takasugihosp.org/
たまき青空病院 779-3125 徳島県 徳島市 国府町早淵字北カシヤ56番地1 088-642-5050 https://tamaki-aozora.ne.jp/
文慶記念内科 779-3124 徳島県 徳島市 国府町中495-1 088-642-8666 http://bunkeikinen.sakura.ne.jp/
冨岡医院 779-3117 徳島県 徳島市 国府町日開973-1 088-642-8111
国府クリニック 779-3122 徳島県 徳島市 国府町府中古池12-6 088-642-5920 http://kokufu-clinic.jp/
中山内科医院 770-0021 徳島県 徳島市 佐古一番町8-7 088-622-1500
片岡内科消化器クリニック 770-0025 徳島県 徳島市 佐古五番町11-17 088-611-1251 http://kataoka-clinic.net/
愛日病院 770-0025 徳島県 徳島市 佐古五番町4-3 088-623-2622 https://youaijitsu.com/aijitsu_clinic.html
鈴江病院 770-0028 徳島県 徳島市 佐古八番町4-22 088-652-3121 http://www.suzue.jp/
佐古あいじつクリニック 770-0024 徳島県 徳島市 佐古四番町6-11 088-624-9935 https://youaijitsu.com/sakoaijitsu_clinic.html
川口内科循環器クリニック 770-8055 徳島県 徳島市 山城町西浜傍示173-7 088-652-2555
こかわ医院 770-0831 徳島県 徳島市 寺島本町西1-15 088-622-2125 https://www.kokawa-clinic.com/
日比野病院 770-0832 徳島県 徳島市 寺島本町東2-14 088-654-5505 http://hibinohospital.com/
大櫛内科循環器科 770-0832 徳島県 徳島市 寺島本町東3丁目10番地 088-652-9056 https://okushinaika.com/
おかがわ内科・小児科 770-0861 徳島県 徳島市 住吉1丁目10-19 088-656-0022 http://www.okagawa-g.com/okagawanaika/
北川内科胃腸科 770-0861 徳島県 徳島市 住吉4丁目5-1 088-655-2005 http://wwwe.pikara.ne.jp/kitagan/sinryounaiyou.html
助任診療所 770-0816 徳島県 徳島市 助任本町3丁目20番地 088-622-8070
住友医院 770-8023 徳島県 徳島市 勝占町下河原32-1 088-669-0357
博愛記念病院 770-8023 徳島県 徳島市 勝占町惣田9 088-669-2166 https://hakuaihp.jp/
おかむら内科クリニック 770-0044 徳島県 徳島市 庄町1丁目27-1 088-678-7505 https://okamuraclinic.jp/
徳島クリニック 770-0942 徳島県 徳島市 昭和町1-16 088-653-6487 http://www.tokushimaclinic.or.jp/
幸地内科小児科 770-0942 徳島県 徳島市 昭和町4丁目23-1 088-626-0333 http://kochi03zensok.com/
ユークリニック 771-4261 徳島県 徳島市 丈六町新居田42-1 088-645-2627
斎藤内科循環器科 770-8064 徳島県 徳島市 城南町1丁目8-10 088-656-2511 http://www.saito-naika.net/
柏木内科 770-0855 徳島県 徳島市 新蔵町1丁目8-1 088-622-0331
こおりクリニック 770-8007 徳島県 徳島市 新浜本町1丁目7-66 088-663-5565 http://www.kori-clinic.com/
近藤内科病院 770-8008 徳島県 徳島市 西新浜町1丁目6-25 088-663-0020 http://www.kondo-hp.com/index2.html
じぞうばし内科外科 770-8024 徳島県 徳島市 西須賀町下中須13-2 088-669-2121 http://www.jizoubashi.com/
岡部内科クリニック 771-0130 徳島県 徳島市 川内町加賀須野437-3 088-665-6008 https://okabec.jp/
日下医院 771-0115 徳島県 徳島市 川内町宮島浜104 088-665-0351
ほとり内科 771-0131 徳島県 徳島市 川内町大松802-3 088-666-3830 https://hotori-naika.jp/
松村病院 771-0117 徳島県 徳島市 川内町鶴島162 088-665-3233 http://www.wakakusakai.com/
島田内科 771-0135 徳島県 徳島市 川内町平石若宮115 088-665-1100 http://website2.infomity.net/8360076/
大塚外科内科 771-0134 徳島県 徳島市 川内町平石住吉317-4 088-665-7722 http://www.otuka-cl.com/
徳島県総合検診センター 770-0042 徳島県 徳島市 蔵本町1丁目10-3 088-678-7128 http://www.toku-souken.ne.jp/
徳島大学病院 770-0042 徳島県 徳島市 蔵本町2丁目50-1 088-631-3111 https://www.tokushima-hosp.jp/
みやもと内科クリニック 770-0042 徳島県 徳島市 蔵本町3丁目26番地 088-634-3551 http://www.clinic-miyamoto.com/
美馬内科クリニック 770-8012 徳島県 徳島市 大原町千代ヶ丸127-1 088-677-5171 https://www.mima-naika.com/
大久保病院 770-0923 徳島県 徳島市 大道2丁目30 088-622-9158 http://ohkubo-hospital.com/
中洲八木病院 770-0856 徳島県 徳島市 中洲町1丁目31番地 088-625-3535 http://www.yagihosp.com/
林内科 770-0943 徳島県 徳島市 中昭和町2丁目94 088-626-0003 https://hayashikai.or.jp/hayashinaika/
協栄内科 770-0943 徳島県 徳島市 中昭和町2丁目6 088-652-2211



虹の橋クリニック 770-0052 徳島県 徳島市 中島田町3丁目60-1 088-633-0800 https://www.nijinohashi.net/
寺沢病院 770-8004 徳島県 徳島市 津田西町1丁目2-30 088-662-5311 http://www.terasawa.or.jp/
みなとクリニック 771-6105 徳島県 徳島市 津田本町1丁目1-26 088-663-3710 http://minato-clinic.com/
みなと医院 770-8003 徳島県 徳島市 津田本町2丁目4-1 088-662-1050
橋本内科 770-8003 徳島県 徳島市 津田本町4丁目3-74-1 088-663-1177
吉田外科医院 770-0034 徳島県 徳島市 南佐古四番町2-31 088-652-8685 https://www.yoshida-geka.jp/
松永病院 770-0045 徳島県 徳島市 南庄町4丁目63-1 088-632-3328 https://www.matsunaga-hp.jp/
原田医院 770-0808 徳島県 徳島市 南前川町4-48 088-652-3366 http://harada-cl.jp/
三河循環器科内科 770-0846 徳島県 徳島市 南内町1丁目41番地 088-652-7376 http://mikawaclinic.net/
木下病院 770-0865 徳島県 徳島市 南末広町4-70 088-622-7700 http://www.kinoshita-hp.com/
稲山医院 770-0004 徳島県 徳島市 南田宮4丁目3-9 088-631-1515 https://www.inayama.or.jp/inayama/
佐藤医院 779-3133 徳島県 徳島市 入田町笠木200-4 088-644-0422
いもと内科クリニック 771-1603 徳島県 徳島市 八万町犬山232-1 088-678-7128 https://imoto-clinic.jp/
亀井病院 770-8070 徳島県 徳島市 八万町寺山231番地 088-668-1177 https://www.kameihospital.com/
文化の森内科 770-8079 徳島県 徳島市 八万町大坪180番地 088-668-1377 http://www.bunkanomori.com/
城東整形外科内科 770-0868 徳島県 徳島市 福島1丁目6-58 088-654-5022 http://joto-geka.jp/
北佐古クリニック 770-0012 徳島県 徳島市 北佐古ニ番町2-15 088-632-6811
川島病院 770-0011 徳島県 徳島市 北佐古一番町1-39 088-631-0110 https://khg.or.jp/
松村内科胃腸科 770-0012 徳島県 徳島市 北佐古二番町5-19 088-631-3311 http://nttbj.itp.ne.jp/0886313311/index.html
水の都記念病院 770-0051 徳島県 徳島市 北島田町1丁目46-11 088-632-9299 http://www.mizunomiyako.net/
地方職員共済組合徳島県支部直営診療所 770-0941 徳島県 徳島市 万代町1丁目1 088-621-3202
医療法人いちえ会　伊月健診クリニック 770-0042 徳島県 徳島市 東船場町1丁目8番地 088-653-2315 http://www.itsukikenshin.jp/
天満病院 770-0042 徳島県 徳島市 蔵本町1丁目5-1 088-632-1520 http://tenma-hpg.com/tenmahospital/
リムズ徳島クリニック 770-0047 徳島県 徳島市 名東町2丁目559-1 088-634-1122 https://www.limbs-cl.com/
むくの木クリニック 779-3105 徳島県 徳島市 国府町東高輪353番地１ 088-624-7575 https://www.mukunoki.or.jp/
沢内科胃腸科 771-0360 徳島県 鳴門市 瀬戸町明神字鳴谷121番地 088-688-0611 http://sawanaika.jp/
北田医院 771-0360 徳島県 鳴門市 瀬戸町明神字鳴谷194-10 088-683-7050 http://www.kitada-cl.com/
原田内科 772-0035 徳島県 鳴門市 大津町矢倉字六ノ越5-9 088-685-3351 https://www.harada-cl.or.jp/
古林内科 779-0235 徳島県 鳴門市 大麻町板東字永井89番地 088-689-3366
板東診療所 779-0238 徳島県 鳴門市 大麻町板東字東山田8-2 088-689-1252
徳島県鳴門病院 772-0001 徳島県 鳴門市 撫養町黒崎字小谷32番 088-683-0011 https://naruto-hsp.jp/
たきファミリークリニック 772-0001 徳島県 鳴門市 撫養町黒崎字松島45-63 088-683-1235 http://taki-family.jp/medical.html
医療法人愛生会　兼松病院 772-0002 徳島県 鳴門市 撫養町斎田字大堤54番地 088-685-4537 https://www.kanematsu-hp.com/
勝良医院 772-0002 徳島県 鳴門市 撫養町斎田字西発77-10 088-686-1216
西條内科 772-0003 徳島県 鳴門市 撫養町南浜字東浜424番地 088-686-1235
元木医院 772-0003 徳島県 鳴門市 撫養町南浜字東浜592 088-685-8282 http://www.tk3.nmt.ne.jp/~mtkk/
岡﨑内科循環器科 772-0051 徳島県 鳴門市 鳴門町高島字中島1-1 088-687-2720 http://www.okazakinaika.jp/
小松島金磯病院 773-0007 徳島県 小松島市 金磯町10-19 0885-33-1211 http://www.kanaiso.or.jp/
碩心館病院 773-0014 徳島県 小松島市 江田町字大江田44-1 0885-32-3555 http://www.sekishinkan.or.jp/
藤野医院 773-0023 徳島県 小松島市 坂野町字平田18-2 0885-38-1636 http://fujino.ezdns.jp/fujinoiin/sinryouannai.html
マスカット内科循環器科クリニック 773-0006 徳島県 小松島市 横須町11-53 0885-33-1100 http://muscat412.byoinnavi.jp/pc/
江藤病院 773-0025 徳島県 小松島市 大林町北浦21-1 0885-37-1559 https://etouhp.com/
羽ノ浦整形外科内科病院 779-1102 徳島県 阿南市 羽ノ浦町宮倉芝生40-11 0884-44-6111 https://www.hanoura-hp.com/
宮本病院 779-1105 徳島県 阿南市 羽ノ浦町古庄古野神4-14 0884-44-4343 http://www.myclinic.ne.jp/miyamoto_hp/pc/
阿南医療センター 774-0045 徳島県 阿南市 宝田町川原６番地１ 0884-28-7777 http://www.anan-medc.jp/
岩城クリニック 774-0014 徳島県 阿南市 学原町上水田11-1 0884-23-5600 http://www.iwaki-clinic.jp/pc/
健生阿南診療所 774-0021 徳島県 阿南市 津乃峰町新浜12-2 0884-27-2848
三谷内科 774-0030 徳島県 阿南市 富岡町東仲町313-2 0884-23-0222
梶本胃腸科内科 776-0010 徳島県 吉野川市 鴨島町鴨島506 0883-24-2413 https://www.kajimotoityoukanaika.com/
糸田川クリニック 776-0010 徳島県 吉野川市 鴨島町鴨島526 0883-24-7555



吉野川医療センター 776-0014 徳島県 吉野川市 鴨島町知恵島字西知恵島120 0883-26-2222 https://ja-ymc.jp/
木村内科胃腸科 776-0020 徳島県 吉野川市 鴨島町西麻植字絵馬堂61 0883-24-6413 http://kimuramedical.com/
杏和医院 776-0020 徳島県 吉野川市 鴨島町西麻植字麻植市40-6 0883-22-0333
鈴木内科 776-0031 徳島県 吉野川市 鴨島町敷地14-1 0883-24-5880 http://suzukinaika.net/
谷医院 779-3401 徳島県 吉野川市 山川町建石158 0883-42-2353
徳島県農村健康管理センター 771-1701 徳島県 阿波市 阿波町平川原北59-1 0883-36-6611 http://kouseiren.jp/hmc/
阿波病院 770-0046 徳島県 阿波市 市場町市場岸ノ下190-1 0883-36-5151 http://www.awahp.sakura.ne.jp/
中山医院 771-1404 徳島県 阿波市 吉野町柿原字ノタ原42 088-696-4662
太田診療所 771-1612 徳島県 阿波市 市場町上喜来字二俣前381-1 0883-36-2076
御所診療所 771-1507 徳島県 阿波市 土成町吉田字原田市の四31 088-637-8033
大野病院 771-1506 徳島県 阿波市 土成町土成字南原231番地 088-695-2112 http://hakubi-ohno-hp.com/
木下医院 771-2106 徳島県 美馬市 美馬町字喜来市2-1 0883-63-3171
サンクリニック 771-2106 徳島県 美馬市 美馬町字南荒川71番地 0883-63-2277 http://shishinkai.or.jp/sunclinic-aqua
美馬市国民健康保険木屋平診療所 777-0302 徳島県 美馬市 木屋平字川井295 0883-68-2541 http://koyadaira.byoinnavi.jp/pc/
成田病院 779-3601 徳島県 美馬市 脇町字拝原2576番地 0883-52-1258 http://fujinokai.net/
成田診療所 779-3601 徳島県 美馬市 脇町大字猪尻字西ノ久保37-2 0883-55-0770
ホウエツ病院 779-3602 徳島県 美馬市 脇町大字猪尻字八幡神社下南130-3 0883-52-1095 https://www.houetsu.com/
三好市国民健康保険市立三野病院 771-2304 徳島県 三好市 三野町芝生1270-30 0883-77-2323 https://www.miyoshi.i-tokushima.jp/mino_hsp/
村山内科 778-0003 徳島県 三好市 池田町サラダ1795-1 0883-72-2110
国民健康保険上勝町診療所 771-4505 徳島県 勝浦郡 上勝町 大字正木字西浦111-7 0885-44-5010 http://www.kamikatsu.jp/docs/2011011800181/
手束病院 779-3233 徳島県 名西郡 石井町 石井字石井434-1 088-674-0024 http://www.tezuka-hosp.or.jp/
田中医院 779-3244 徳島県 名西郡 石井町 浦庄字下浦689-1 088-674-6181 http://www.netwave.or.jp/~t-osame/
上田医院 779-3205 徳島県 名西郡 石井町 高原字東高原181-2 088-675-1130 http://uetaiin.server-shared.com/
尾崎医院 779-3224 徳島県 名西郡 石井町 高川原字加茂野318-8 088-674-8855
健生石井クリニック 779-3223 徳島県 名西郡 石井町 高川原字高川原2155 088-675-1033 http://kensei.betoku.jp/
川原内科外科 779-3222 徳島県 名西郡 石井町 高川原字天神712-1 088-675-0015
佐々木外科内科 771-3311 徳島県 名西郡 神山町 神領字東野間112-2 088-676-0006
上那賀病院 771-5503 徳島県 那賀郡 那賀町 小浜137-1 0884-66-0211 https://www.town.tokushima-naka.lg.jp/hospital/
那賀町国民健康保険日野谷診療所 771-5410 徳島県 那賀郡 那賀町 大久保字大西3-2 0884-62-0073
那賀町国民健康保険木沢診療所 771-6105 徳島県 那賀郡 那賀町 木頭字広瀬5-2 0884-65-2409
那賀町国民健康保険木頭診療所 771-6403 徳島県 那賀郡 那賀町 木頭和無田字イワツシ1番地 0884-68-2102
美波町国民健康保険美波病院 779-2109 徳島県 海部郡 美波町 田井105-1 0884-78-1373 https://www.town.minami.lg.jp/minami-byoin/
海陽町宍喰診療所 775-0501 徳島県 海部郡 海陽町 宍喰浦字松原142-1 0884-76-2028
吉野川病院 770-0206 徳島県 板野郡 北島町 高房字八丁野西36-13 088-698-6111 http://www.syuseikai.net/yoshinogawaHP.html
いのもと眼科内科 771-0204 徳島県 板野郡 北島町 鯛浜字かや122-1 088-698-8887 https://inomoto.jp/
越智外科胃腸科 771-0204 徳島県 板野郡 北島町 鯛浜字原51-1 088-698-3111
清水内科 771-1202 徳島県 板野郡 藍住町 奥野字和田71-13 088-692-8900 https://www.seijyukai-med.jp/shimizuim/
稲次整形外科病院 771-1262 徳島県 板野郡 藍住町 笠木字西野50-1 088-692-5885 http://ryoun.com/s_inatsugi/index.html
香川内科 771-1265 徳島県 板野郡 藍住町 住吉字神蔵158-1 088-692-9770
近藤外科内科 771-1212 徳島県 板野郡 藍住町 徳命字前須東13-1 088-693-1188
浜病院 771-1252 徳島県 板野郡 藍住町 矢上字北分95 088-692-2317
藍住たまき青空クリニック 771-1265 徳島県 板野郡 藍住町 住吉字千鳥ヶ浜110-5 088-678-7727 https://tamaki-aozora.ne.jp/aizumi/
東徳島医療センター 779-0105 徳島県 板野郡 板野町 大寺字大向北1-1 088-672-1171 https://higashitokushima.hosp.go.jp/
野田医院 771-1301 徳島県 板野郡 上板町 鍛冶屋原西北原18 088-694-2009
井関クリニック 771-1343 徳島県 板野郡 上板町 椎本字椎ノ宮314-1 088-637-6066 https://www.isekiclinic.com/
つるぎ町立半田病院 779-4401 徳島県 美馬郡 つるぎ町 半田字中薮234-1 0883-64-3145 http://www.handa-hospital.jp/


