
指定小児慢性特定疾病医療機関（令和4年1月1日時点）

区分 名称 所在地住所
医療機関コー

ド
備考

病院等 古川医院 古川医院 36-0127312

薬局 チャーリー薬局　沖浜店 チャーリー薬局　沖浜店 36-0144931

訪問看護等
JA徳島厚生連訪問看護ステーショ
ンあわ

JA徳島厚生連訪問看護ステーションあわ 36-1690002

薬局 アイン薬局　北島店 アイン薬局　北島店 36-1540483

薬局 アイン薬局　中島田店 アイン薬局　中島田店 36-0144550

薬局 アイン薬局　昭和町店 アイン薬局　昭和町店 36-0145219

薬局 アイン薬局　上八万店 アイン薬局　上八万店 36-0145755

病院等 藍住川島クリニック 藍住川島クリニック 36-1513510

病院等 あいずみ皮ふ科 あいずみ皮ふ科 36-1513080

薬局 アイ調剤薬局　池田店 アイ調剤薬局　池田店 36-0640086

薬局 アイ調剤薬局　半田店 アイ調剤薬局　半田店 36-1840214

薬局 アイユー薬局 アイユー薬局 36-1540293

病院等 アイル歯科クリニック アイル歯科クリニック 36-1530429

病院等 あおぞら内科 あおぞら内科 36-1713276

訪問看護等
あおぞら内科訪問看護ステーショ
ン

あおぞら内科訪問看護ステーション 36-1790042

薬局 あおば調剤薬局 あおば調剤薬局 36-0440495

薬局 赤澤薬局 赤澤薬局 36-0142273

病院等 秋田病院 秋田病院 36-0610036

薬局 あけぼの調剤薬局 あけぼの調剤薬局 36-0241075

病院等 浅井内科外科医院 浅井内科外科医院 36-0116174

訪問看護等
浅香リハビリ訪問看護ステーショ
ン

浅香リハビリ訪問看護ステーション 36-0190517

薬局 あすか調剤薬局 あすか調剤薬局 36-1240274

薬局 アスカ薬局 アスカ薬局 36-0540179

薬局 アスカ薬局　脇高前 アスカ薬局　脇高前 36-0540138

薬局 あすなろ調剤薬局　応神 あすなろ調剤薬局　応神 36-0144964

薬局 あすなろ調剤薬局　瀬戸 あすなろ調剤薬局　瀬戸 36-0240267

病院等 安宅循環器内科 安宅循環器内科 36-0610580

薬局 足立薬局 足立薬局 36-0141804

薬局 アップル調剤薬局　赤池店 アップル調剤薬局　赤池店 36-0440354

薬局 アップル調剤薬局　大野店 アップル調剤薬局　大野店 36-0441022

薬局 アップル調剤薬局　学原店 アップル調剤薬局　学原店 36-0440461

薬局 アップル調剤薬局　鯛浜店 アップル調剤薬局　鯛浜店 36-1541119
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薬局 アップル調剤薬局　蔵本駅前店 アップル調剤薬局　蔵本駅前店 36-0145979

薬局 アップル調剤薬局　庄町店 アップル調剤薬局　庄町店 36-0145516

薬局 アップル調剤薬局　住吉店 アップル調剤薬局　住吉店 36-0145821

薬局 アップル調剤薬局　津田店 アップル調剤薬局　津田店 36-0145060

薬局 アップル調剤薬局　徳大店 アップル調剤薬局　徳大店 36-0145078

薬局 アップル調剤薬局　中島店 アップル調剤薬局　中島店 36-0440370

薬局 アップル調剤薬局　日赤店 アップル調剤薬局　日赤店 36-0340315

薬局 アップル調剤薬局　福島店 アップル調剤薬局　福島店 36-0145961

病院等 阿南川島クリニック 阿南川島クリニック 36-0413316

病院等 阿南天満クリニック 阿南天満クリニック 36-0413308

病院等 あなん戸田皮膚科医院 あなん戸田皮膚科医院 36-0413282

病院等 あなん皮フ科クリニック あなん皮フ科クリニック 36-0411534

薬局 アナン薬局 アナン薬局 36-0440651

薬局 アピス新町薬局 アピス新町薬局 36-0145409

薬局 あひる調剤薬局 あひる調剤薬局 36-0145482

薬局 ありす調剤薬局 ありす調剤薬局 36-0144733

薬局 ありす調剤薬局　蔵本1丁目店 ありす調剤薬局　蔵本1丁目店 36-0145946

薬局 アルゴ薬局 アルゴ薬局 36-0145813

病院等 阿波病院 阿波病院 36-1610019

病院等 井内内科 井内内科 36-1713003

薬局 イオン薬局イオンスタイル徳島 イオン薬局イオンスタイル徳島 36-0145987

病院等 井坂クリニック 井坂クリニック 36-0413266

病院等 いしかわ歯科医院 いしかわ歯科医院 36-0330920

病院等 伊勢内科小児科 伊勢内科小児科 36-1210471

薬局 板野会営調剤薬局 板野会営調剤薬局 36-1540053

薬局 伊月調剤薬局 伊月調剤薬局 36-0146035

訪問看護等
一般社団法人吉野川市医師会訪問
看護ステーション

一般社団法人吉野川市医師会訪問看護ステーション 36-1790000

病院等 伊藤歯科医院 伊藤歯科医院 36-0133944

病院等 糸田川眼科 糸田川眼科 36-1711304

病院等 糸田川歯科医院 糸田川歯科医院 36-0130064

病院等 稲次病院 稲次病院 36-1510151

病院等 いのうえ眼科 いのうえ眼科 36-0126272
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病院等 井上歯科医院 井上歯科医院 36-1730367

薬局 井上調剤薬局　鴨島店 井上調剤薬局　鴨島店 36-1740240

薬局 井上調剤薬局　城東店 井上調剤薬局　城東店 36-0144444

薬局 井上調剤薬局　城北店 井上調剤薬局　城北店 36-0144634

薬局 井上調剤薬局　田宮店 井上調剤薬局　田宮店 36-0144063

病院等 いのもと眼科内科 いのもと眼科内科 36-1513304

病院等 今井メンタルクリニック 今井メンタルクリニック 36-0213179

薬局 イルカ調剤薬局 イルカ調剤薬局 36-1541093

病院等 岩城クリニック 岩城クリニック 36-0413092

病院等 岩浅歯科医院 岩浅歯科医院 36-0430795

病院等 上田医院 上田医院 36-1210372

薬局 うさぎ調剤薬局　松茂店 うさぎ調剤薬局　松茂店 36-1540137

病院等 うずしお眼科 うずしお眼科 36-0213104

薬局 うずしお調剤薬局 うずしお調剤薬局 36-0240309

薬局 うずしお調剤薬局　高島店 うずしお調剤薬局　高島店 36-0240416

薬局 エスエス調剤薬局　旭通店 エスエス調剤薬局　旭通店 36-1740182

薬局 エスエス薬局・国道店 エスエス薬局・国道店 36-1740141

薬局 エンゼル調剤薬局　石井店 エンゼル調剤薬局　石井店 36-1240233

薬局 エンゼル調剤薬局　神山店 エンゼル調剤薬局　神山店 36-1240266

薬局 エンゼル調剤薬局　北島店 エンゼル調剤薬局　北島店 36-1540343

薬局 エンゼル調剤薬局　三軒屋店 エンゼル調剤薬局　三軒屋店 36-0145623

薬局 エンゼル調剤薬局　津田店 エンゼル調剤薬局　津田店 36-0146043

薬局 エンゼル調剤薬局　天神店 エンゼル調剤薬局　天神店 36-1240217

薬局 エンゼル調剤薬局　徳島駅前店 エンゼル調剤薬局　徳島駅前店 36-0145847

薬局 エンゼル調剤薬局　前川店 エンゼル調剤薬局　前川店 36-0146092

薬局 エンゼル調剤薬局　矢三店 エンゼル調剤薬局　矢三店 36-0145615

病院等 遠藤眼科医院 遠藤眼科医院 36-1210422

病院等 遠藤産婦人科 遠藤産婦人科 36-1210398

病院等 遠藤整形外科 遠藤整形外科 36-1210497

病院等 大串医院 大串医院 36-1610910

病院等 大櫛内科循環器科 大櫛内科循環器科 36-0124723

薬局 おおざと薬局 おおざと薬局 36-1440668 
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薬局 オーシャン薬局 オーシャン薬局 36-1440650

薬局 大津薬局　駅前本店 大津薬局　駅前本店 36-0440255

病院等 大野病院 大野病院 36-1610043

薬局 大松時計台調剤薬局 大松時計台調剤薬局 36-0145805

病院等 岡﨑内科循環器科 岡﨑内科循環器科 36-0211538

病院等 岡内科病院 岡内科病院 36-0510053

病院等 岡本眼科 岡本眼科 36-0410395

病院等 小倉診療所 小倉診療所 36-0123345

薬局 オブリージュ調剤薬局 オブリージュ調剤薬局 36-0145243

薬局 オリーブ薬局　阿南店 オリーブ薬局　阿南店 36-0441048

薬局 オリーブ薬局　沖浜店 オリーブ薬局　沖浜店 36-0145094

病院等 折野病院 折野病院 36-0510012

病院等 海陽町宍喰診療所 海陽町宍喰診療所 36-1410535

病院等 蕙愛レディースクリニック 蕙愛レディースクリニック 36-0126199

病院等 かじかわ整形外科 かじかわ整形外科 36-0413134

病院等 賀島眼科 賀島眼科 36-0413225

薬局 加地薬局　眉山店 加地薬局　眉山店 36-0145656

薬局 加地薬局　南店 加地薬局　南店 36-0145250

病院等 金沢クリニック 金沢クリニック 36-0126306

病院等 金塚内科 金塚内科 36-1612148

病院等 かなめ小児科内科クリニック かなめ小児科内科クリニック 36-1713201

薬局 近藤薬局 近藤薬局 36-0440040

病院等 かまだ眼科 かまだ眼科 36-1512009

薬局 上板調剤薬局 上板調剤薬局 36-1541044

薬局 かみかつ調剤薬局 かみかつ調剤薬局 36-1040047

病院等 亀井病院 亀井病院 36-0125415

病院等 鴨島川島クリニック 鴨島川島クリニック 36-1713250

薬局 かもじま調剤薬局　上下島店 かもじま調剤薬局　上下島店 36-1740224

病院等 鴨島病院 鴨島病院 36-1710116

薬局 河野薬局 河野薬局 36-0240655

病院等 川原眼科 川原眼科 36-1513411

病院等 川人医院 川人医院 36-1610852
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病院等 神原歯科 神原歯科 36-0430423

病院等 きくち医院 きくち医院 36-0411559

病院等 岸医院 岸医院 36-0410403

病院等 北島こどもクリニック 北島こどもクリニック 36-1513312

薬局 北島三愛 北島三愛 36-1540038

病院等 きたじま田岡病院 きたじま田岡病院 36-1510243

薬局 きたじま調剤薬局 きたじま調剤薬局 36-1540160

訪問看護等
きたじま訪問看護リハビリステー
ション

きたじま訪問看護リハビリステーション 36-0190400

薬局 北常三島調剤薬局 北常三島調剤薬局 36-0145128

病院等 木下病院 木下病院 36-0123865

病院等 木村内科 木村内科 36-0310561

薬局 共和調剤薬局 共和調剤薬局 36-1440098

薬局 キララ薬局 キララ薬局 36-0240846

薬局 キリン堂薬局　田宮店 キリン堂薬局　田宮店 36-0145870

薬局 キリン堂薬局　鳴門店 キリン堂薬局　鳴門店 36-0240234

薬局 クエリ調剤薬局 クエリ調剤薬局 36-0142638

薬局 くすのき薬局 くすのき薬局 36-1940162

病院等 工藤内科医院 工藤内科医院 36-1710413

薬局 くどう薬局 くどう薬局 36-0144287

病院等 くはらクリニック くはらクリニック 36-1913165

病院等 くぼ小児科クリニック くぼ小児科クリニック 36-1512033

薬局 久保添薬局 久保添薬局 36-1940659

薬局 熊澤薬局 熊澤薬局 36-0440339

薬局 くるみ薬局 くるみ薬局 36-0440438

薬局 クローバー調剤薬局　伊賀店 クローバー調剤薬局　伊賀店 36-0144824

薬局 ぐんも調剤薬局 ぐんも調剤薬局 36-0140814

薬局 ぐんも調剤薬局　海部店 ぐんも調剤薬局　海部店 36-1440130

薬局 ぐんも調剤薬局　県中店 ぐんも調剤薬局　県中店 36-0144246

薬局 ぐんも調剤薬局　佐古西店 ぐんも調剤薬局　佐古西店 36-0144030

薬局 ぐんも調剤薬局　佐古東店 ぐんも調剤薬局　佐古東店 36-0145508

薬局 ぐんも調剤薬局　市民病院前店 ぐんも調剤薬局　市民病院前店 36-0144147

薬局 ぐんも調剤薬局　橘店 ぐんも調剤薬局　橘店 36-0440305
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薬局 ぐんも調剤薬局　鳴門店 ぐんも調剤薬局　鳴門店 36-0240168

薬局 ぐんも調剤薬局　日赤店 ぐんも調剤薬局　日赤店 36-0340349

薬局 ケイ調剤薬局 ケイ調剤薬局 36-1540319

病院等 健生きたじまクリニック 健生きたじまクリニック 36-1513429

薬局 県庁前サザン薬局 県庁前サザン薬局 36-0140871

訪問看護等
公益社団法人徳島県看護協会　訪
問看護ステーション阿南

公益社団法人徳島県看護協会　訪問看護ステーション阿南 36-0490024

訪問看護等
公益社団法人徳島県看護協会　訪
問看護ステーション徳島

公益社団法人徳島県看護協会　訪問看護ステーション徳島 36-0190020

訪問看護等
公益社団法人徳島県看護協会　訪
問看護ステーション半田

公益社団法人徳島県看護協会　訪問看護ステーション半田 36-1890016

病院等 郷外科・内科 郷外科・内科 36-0613055

病院等 幸地内科小児科 幸地内科小児科 36-0124434

病院等 こおりクリニック こおりクリニック 36-0117263

病院等 こくふ眼科 こくふ眼科 36-0117438

薬局 国府調剤薬局 国府調剤薬局 36-0145706

薬局 国府ドレミ調剤薬局 国府ドレミ調剤薬局 36-0145680

病院等 国民健康保険　上勝町診療所 国民健康保険　上勝町診療所 36-1010343

薬局 ココロ調剤薬局 ココロ調剤薬局 36-0146100

病院等 小柴医院牟岐駅前クリニック 小柴医院牟岐駅前クリニック 36-1410410

病院等 御所診療所 御所診療所 36-1612189

薬局 コスモス調剤薬局 コスモス調剤薬局 36-0142406

薬局 コノブ調剤薬局 コノブ調剤薬局 36-1340041

薬局 コノブ薬局 コノブ薬局 36-1340058

病院等 小松島病院 小松島病院 36-0310108

病院等
小松島リハビリテーションクリ
ニック

小松島リハビリテーションクリニック 36-0310553

薬局 こやだいら薬局 こやだいら薬局 36-0540237

薬局 こやだいら薬局　板野店 こやだいら薬局　板野店 36-1541127

病院等 近藤内科病院 近藤内科病院 36-0125399

病院等 斎藤歯科医院 斎藤歯科医院 36-1531591

病院等 斎藤整形外科 斎藤整形外科 36-0213005

病院等 斎藤内科循環器科 斎藤内科循環器科 36-0127221

薬局 サクライ薬局 サクライ薬局 36-0144873

薬局 さくら調剤薬局　末広店 さくら調剤薬局　末広店 36-0146027

薬局 さくら薬局 さくら薬局 36-0142364
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薬局 さくらんぼ薬局 さくらんぼ薬局 36-0145011

薬局 さこ調剤薬局 さこ調剤薬局 36-0144279

薬局 佐古二番町調剤薬局 佐古二番町調剤薬局 36-0145888

薬局 サザン調剤薬局　金磯 サザン調剤薬局　金磯 36-0340455

薬局 サザン調剤薬局　佐古 サザン調剤薬局　佐古 36-0140947

薬局 サザン調剤薬局　城東 サザン調剤薬局　城東 36-0144758

薬局 サザン調剤薬局　城南 サザン調剤薬局　城南 36-0144006

薬局 サザン調剤薬局　中田 サザン調剤薬局　中田 36-0340422

薬局 サザン調剤薬局　津田 サザン調剤薬局　津田 36-0140970

薬局 サザン調剤薬局　西麻植 サザン調剤薬局　西麻植 36-1740125

薬局 サトウ薬局 サトウ薬局 36-0141952

薬局 三愛薬局　蔵本支店 三愛薬局　蔵本支店 36-0145573

薬局 三愛薬局　斎田支店 三愛薬局　斎田支店 36-0241018

薬局 三愛薬局　鳴門支店 三愛薬局　鳴門支店 36-0240044

薬局 三愛薬局　元町本店 三愛薬局　元町本店 36-0140103

薬局 サンコー調剤薬局　猪尻店 サンコー調剤薬局　猪尻店 36-0540088

薬局 サンコー調剤薬局　昼間店 サンコー調剤薬局　昼間店 36-1940733

薬局 サンコー調剤薬局　本店 サンコー調剤薬局　本店 36-0540153

薬局 サンコー調剤薬局　三野店 サンコー調剤薬局　三野店 36-0640060

薬局 サンコー薬局　阿波西店 サンコー薬局　阿波西店 36-1640630

薬局 サンコー薬局　羅漢店 サンコー薬局　羅漢店 36-1540384

薬局 サンコー薬局半田店 サンコー薬局半田店 36-1840719

薬局 サンサン薬局　一番町店 サンサン薬局　一番町店 36-0145458

薬局 しおかぜ調剤薬局 しおかぜ調剤薬局 36-0340273

薬局 しおかぜ調剤薬局　駅前店 しおかぜ調剤薬局　駅前店 36-0340430

病院等 四国セント歯科 四国セント歯科 36-0130213

薬局 しのはら調剤薬局 しのはら調剤薬局 36-0241026

薬局 柴田調剤薬局 柴田調剤薬局 36-1540087

薬局 柴田薬局 柴田薬局 36-1540020

病院等 島田歯科医院 島田歯科医院 36-0132300

病院等 島内科眼科医院 島内科眼科医院 36-0413084

病院等 しみず歯科医院 しみず歯科医院 36-0133381
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病院等 清水内科 清水内科 36-1510417

訪問看護等
社会福祉法人すだち会　大神子訪
問看護ステーション

社会福祉法人すだち会　大神子訪問看護ステーション 36-0190012

薬局 常三島調剤薬局 常三島調剤薬局 36-0144154

病院等 城東整形外科内科 城東整形外科内科 36-0125019

薬局 城南調剤薬局 城南調剤薬局 36-0145201

薬局 しん調剤薬局 しん調剤薬局 36-1541135

薬局 新浜調剤薬局 新浜調剤薬局 36-0145839

病院等 末広ひなたクリニック 末広ひなたクリニック 36-0127247

薬局 杉山薬局 杉山薬局 36-1240019

病院等 助任診療所 助任診療所 36-0123295

薬局 すずき薬局 すずき薬局 36-1440643

薬局 鈴木薬局 鈴木薬局 36-0642017

薬局 すずらん薬局 すずらん薬局 36-0340307

病院等 須原歯科医院 須原歯科医院 36-0330060

薬局 スマイル調剤薬局 スマイル調剤薬局 36-1541143

薬局 スマイル調剤薬局　鮎喰店 スマイル調剤薬局　鮎喰店 36-0144709

薬局 スマイル調剤薬局　池田店 スマイル調剤薬局　池田店 36-0640151

薬局 スマイル調剤薬局　渭東店 スマイル調剤薬局　渭東店 36-0146019

薬局 スマイル調剤薬局　大谷の里 スマイル調剤薬局　大谷の里 36-0241109

薬局 スマイル調剤薬局　海南店 スマイル調剤薬局　海南店 36-1440163

薬局 スマイル調剤薬局　北村店 スマイル調剤薬局　北村店 36-1541069

薬局 スマイル調剤薬局　健康館 スマイル調剤薬局　健康館 36-0145417

薬局 スマイル調剤薬局　国府店 スマイル調剤薬局　国府店 36-0145771

薬局 スマイル調剤薬局　国府南店 スマイル調剤薬局　国府南店 36-0144832

薬局 スマイル調剤薬局　佐古店 スマイル調剤薬局　佐古店 36-0145284

薬局 スマイル調剤薬局　さつき店 スマイル調剤薬局　さつき店 36-1440189

薬局 スマイル調剤薬局　ししくい店 スマイル調剤薬局　ししくい店 36-1440197

薬局 スマイル調剤薬局　東佐古店 スマイル調剤薬局　東佐古店 36-0145789

薬局 スマイル調剤薬局　牟岐店 スマイル調剤薬局　牟岐店 36-1440684

薬局 スマイル調剤薬局　診療所前店 スマイル調剤薬局　診療所前店 36-1440692

薬局 すみれ調剤薬局 すみれ調剤薬局 36-0145722

薬局 すみれ調剤薬局　なのは店 すみれ調剤薬局　なのは店 36-0145896
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薬局 成長調剤薬局 成長調剤薬局 36-1540251

薬局 生長薬局 生長薬局 36-0142521

訪問看護等
セントケア訪問看護ステーション
徳島

セントケア訪問看護ステーション徳島 36-0190467

薬局
そうごう薬局　阿波池田調剤セン
ター店

そうごう薬局　阿波池田調剤センター店 36-0640011

薬局 そうごう薬局　銀座通店 そうごう薬局　銀座通店 36-0640052

薬局 そうごう薬局　矢三店 そうごう薬局　矢三店 36-0145292

薬局 そよかぜ薬局 そよかぜ薬局 36-0145276

薬局 ダイヤ薬局　国府店 ダイヤ薬局　国府店 36-0144717

薬局 タウンファーマシー調剤薬局 タウンファーマシー調剤薬局 36-1541077

病院等 田岡病院 田岡病院 36-0125449

病院等
髙橋クリニック　泌尿器科・耳鼻
咽喉科

髙橋クリニック　泌尿器科・耳鼻咽喉科 36-0127361

病院等 田口小児科クリニック 田口小児科クリニック 36-0213112

薬局 たけ調剤薬局 たけ調剤薬局 36-0240317

薬局 たけ調剤薬局　吉永店 たけ調剤薬局　吉永店 36-0240499

病院等 竹林眼科 竹林眼科 36-1410386

病院等 多田クリニック 多田クリニック 36-0510772

病院等 立花耳鼻咽喉科医院 立花耳鼻咽喉科医院 36-0126512

病院等 橘整形外科 橘整形外科 36-0126843

病院等 田中医院 田中医院 36-0125852

病院等 谷医院 谷医院 36-0310413

病院等 田村医院 田村医院 36-1810403

病院等 田山チャイルドクリニック 田山チャイルドクリニック 36-0126595

病院等 徳島県鳴門病院 徳島県鳴門病院 36-0210118

薬局 中央ドレミ調剤薬局 中央ドレミ調剤薬局 36-0144998

薬局 調剤薬局ドレミファーマシー 調剤薬局ドレミファーマシー 36-0144774

薬局 調剤薬局マツダ　沖浜店 調剤薬局マツダ　沖浜店 36-0140772

薬局 調剤薬局るる 調剤薬局るる 36-0145110

薬局 津田薬局 津田薬局 36-1440585

薬局 ツヅキ調剤薬局　田浦店 ツヅキ調剤薬局　田浦店 36-0340216

薬局 ツヅキ調剤薬局　バイパス店 ツヅキ調剤薬局　バイパス店 36-0340232

薬局 津乃峰薬局 津乃峰薬局 36-0440073

薬局 つるがや薬局 つるがや薬局 36-0140012
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病院等 つるぎ町立半田病院 つるぎ町立半田病院 36-1814025

薬局 つるぎ薬局 つるぎ薬局 36-1840222

病院等 寺沢病院 寺沢病院 36-0123675

薬局 天心堂薬局 天心堂薬局 36-0142075

病院等 天満病院 天満病院 36-0125472

訪問看護等
徳島健康生活協同組合西部健生訪
問看護ステーション

徳島健康生活協同組合西部健生訪問看護ステーション 36-1990022

病院等 徳島健生病院 徳島健生病院 36-0123808

薬局 徳島県薬剤師会調剤薬局 徳島県薬剤師会調剤薬局 36-0145524

病院等 徳島県立海部病院 徳島県立海部病院 36-1410121

病院等 徳島県立中央病院 徳島県立中央病院 36-0124913

病院等 徳島県立三好病院 徳島県立三好病院 36-0610010

病院等 徳島さくらクリニック 徳島さくらクリニック 36-0126033

訪問看護等
徳島市医師会訪問看護ステーショ
ン

徳島市医師会訪問看護ステーション 36-0190004

病院等 徳島市民病院 徳島市民病院 36-0124921

病院等
徳島赤十字ひのみね総合療育セン
ター

徳島赤十字ひのみね総合療育センター 36-0310140

病院等 徳島赤十字病院 徳島赤十字病院 36-0310157

病院等 徳島大学病院（医科） 徳島大学病院（医科） 36-8010015

病院等 徳島大学病院(歯科) 徳島大学病院(歯科) 36-8030076

薬局 徳島中央調剤薬局 徳島中央調剤薬局 36-0144766

病院等 徳島平成病院 徳島平成病院 36-0125498

病院等
独立行政法人国立病院機構　徳島
病院

独立行政法人国立病院機構　徳島病院 36-8010023

病院等
独立行政法人国立病院機構　東徳
島医療センター

独立行政法人国立病院機構　東徳島医療センター 36-8010031

病院等 戸田皮膚科医院 戸田皮膚科医院 36-0127015

薬局 トマト調剤薬局　藍住店 トマト調剤薬局　藍住店 36-1541150

薬局 トマト調剤薬局　穴吹店 トマト調剤薬局　穴吹店 36-0540195

薬局 トマト調剤薬局　池田店 トマト調剤薬局　池田店 36-0640029

薬局 トマト調剤薬局　応神店 トマト調剤薬局　応神店 36-0145664

薬局 トマト調剤薬局　大津店 トマト調剤薬局　大津店 36-0240382

薬局 トマト調剤薬局　上板店 トマト調剤薬局　上板店 36-1540145

薬局 トマト調剤薬局　上那賀店 トマト調剤薬局　上那賀店 36-1340082

薬局 トマト調剤薬局　川島店 トマト調剤薬局　川島店 36-1740174

薬局 トマト調剤薬局　木頭店 トマト調剤薬局　木頭店 36-1340157
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薬局 トマト調剤薬局　高専前店 トマト調剤薬局　高専前店 36-0440321

薬局 トマト調剤薬局　国府店 トマト調剤薬局　国府店 36-0144865

薬局 トマト調剤薬局　才見店 トマト調剤薬局　才見店 36-0441014

薬局 トマト調剤薬局　坂野店 トマト調剤薬局　坂野店 36-0340265

薬局 トマト調剤薬局　末広店 トマト調剤薬局　末広店 36-0144881

薬局 トマト調剤薬局　鯛浜店 トマト調剤薬局　鯛浜店 36-1540236

薬局 トマト調剤薬局　立江店 トマト調剤薬局　立江店 36-0340125

薬局 トマト調剤薬局　田宮店 トマト調剤薬局　田宮店 36-0146118

薬局 トマト調剤薬局　知恵島店 トマト調剤薬局　知恵島店 36-1740232

薬局 トマト調剤薬局　中田店 トマト調剤薬局　中田店 36-0340414

薬局 トマト調剤薬局　千代ヶ丸店 トマト調剤薬局　千代ヶ丸店 36-0145441

薬局 トマト調剤薬局　那賀店 トマト調剤薬局　那賀店 36-1340140

薬局 トマト調剤薬局　日赤店 トマト調剤薬局　日赤店 36-0340356

薬局 トマト調剤薬局　入田店 トマト調剤薬局　入田店 36-0146001

薬局 トマト調剤薬局　八万店 トマト調剤薬局　八万店 36-0145227

薬局 トマト調剤薬局　羽ノ浦店 トマト調剤薬局　羽ノ浦店 36-0440362

薬局 トマト調剤薬局　日開野店 トマト調剤薬局　日開野店 36-0440289

薬局 トマト調剤薬局　松茂店 トマト調剤薬局　松茂店 36-1541028

薬局 トマト調剤薬局　見能林店 トマト調剤薬局　見能林店 36-0440271

薬局 トマト調剤薬局　美馬店 トマト調剤薬局　美馬店 36-0540104

薬局 トマト調剤薬局　宮倉店 トマト調剤薬局　宮倉店 36-0440396

薬局 トマト調剤薬局　名東店 トマト調剤薬局　名東店 36-0144410

薬局 トマト調剤薬局　横須店 トマト調剤薬局　横須店 36-0340281

薬局 富尾薬局 富尾薬局 36-0440677

病院等 富塚歯科医院 富塚歯科医院 36-0431074

病院等 とみなが歯科医院 とみなが歯科医院 36-0230211

病院等 富本小児科内科 富本小児科内科 36-1513056

訪問看護等 どりーまぁ訪問看護ステーション どりーまぁ訪問看護ステーション 36-0190228

薬局 ドリーム調剤薬局 ドリーム調剤薬局 36-1640051

病院等 中井医院 中井医院 36-0126645

薬局 中洲時計台調剤薬局 中洲時計台調剤薬局 36-0144675

病院等 中洲八木病院 中洲八木病院 36-0123998
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病院等 中瀬病院 中瀬病院 36-0124129

病院等 那賀町国民健康保険　木沢診療所 那賀町国民健康保険　木沢診療所 36-1312616

病院等 那賀町国民健康保険　木頭診療所 那賀町国民健康保険　木頭診療所 36-1312541

病院等
那賀町国民健康保険　日野谷診療
所

那賀町国民健康保険　日野谷診療所 36-1312574

病院等 那賀町立上那賀病院 那賀町立上那賀病院 36-1310081

病院等 中村外科内科 中村外科内科 36-0126504

薬局 なぎさ薬局 なぎさ薬局 36-1440247

薬局 なごみ薬局 なごみ薬局 36-1440148

薬局 なな星調剤薬局 なな星調剤薬局 36-0542068

薬局 菜の花薬局 菜の花薬局 36-0542050

病院等 成田病院 成田病院 36-0510087

病院等 鳴門川島クリニック 鳴門川島クリニック 36-0213187

訪問看護等
鳴門市医師会訪問看護ステーショ
ン

鳴門市医師会訪問看護ステーション 36-0290036

薬局 鳴門調剤薬局 鳴門調剤薬局 36-0240184

薬局 にけんや薬局 にけんや薬局 36-0145557

薬局 西岡薬局 西岡薬局 36-0240788

薬局 西須賀調剤薬局 西須賀調剤薬局 36-0145359

薬局 日本調剤　佐古薬局 日本調剤　佐古薬局 36-0145953

病院等 根東歯科医院 根東歯科医院 36-1630047

薬局 のぞみ薬局 のぞみ薬局 36-1240191

薬局 ハート調剤薬局　笠木店 ハート調剤薬局　笠木店 36-1540277

薬局 ハート調剤薬局　北鴨島店 ハート調剤薬局　北鴨島店 36-1740133

薬局 ハート調剤薬局　北島店 ハート調剤薬局　北島店 36-1540509

薬局 ハート調剤薬局　羽ノ浦店 ハート調剤薬局　羽ノ浦店 36-0440453

薬局 ハート調剤薬局　東中富店 ハート調剤薬局　東中富店 36-1541101

薬局 ハート調剤薬局　松茂店 ハート調剤薬局　松茂店 36-1540095

薬局 ハート調剤薬局　三加茂店 ハート調剤薬局　三加茂店 36-1940741

薬局 ハート調剤薬局　南小松島店 ハート調剤薬局　南小松島店 36-0340190

薬局 ハート調剤薬局　名東店 ハート調剤薬局　名東店 36-0144394

薬局 ハート調剤薬局　矢上店 ハート調剤薬局　矢上店 36-1541036

病院等 はぐくみの森歯科クリニック はぐくみの森歯科クリニック 36-0231110

薬局 はじめ調剤薬局　富岡店 はじめ調剤薬局　富岡店 36-0440412
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病院等 秦眼科 秦眼科 36-0510715

薬局 ハッピー薬局 ハッピー薬局 36-0145169

薬局 ハッピー薬局　鴨島店 ハッピー薬局　鴨島店 36-1740216

薬局 ハッピー薬局　津田店 ハッピー薬局　津田店 36-0145607

薬局 ハッピー薬局　三野店 ハッピー薬局　三野店 36-0640078

薬局 ハッピー薬局　美馬店 ハッピー薬局　美馬店 36-0540187

病院等 花川皮フ科クリニック 花川皮フ科クリニック 36-0127148

病院等 浜田皮ふ泌尿器科 浜田皮ふ泌尿器科 36-0213153

病院等 早雲歯科医院 早雲歯科医院 36-0130114

病院等 原田医院 原田医院 36-0116703

病院等 板東眼科 板東眼科 36-1612122

病院等 板東歯科医院八万オフィス 板東歯科医院八万オフィス 36-0134371

病院等 板東歯科医院南昭和オフィス 板東歯科医院南昭和オフィス 36-0134033

薬局 坂東大正堂薬局　国道店 坂東大正堂薬局　国道店 36-0144600

病院等 日開眼科 日開眼科 36-0310447

病院等 東山歯科医院 東山歯科医院 36-0134637

薬局 ひかり漢方薬局 ひかり漢方薬局 36-0145532

薬局 ひかり薬局　板野店 ひかり薬局　板野店 36-1540475

薬局 ひかり薬局　国府店 ひかり薬局　国府店 36-0145300

薬局 ひかり薬局　城東店 ひかり薬局　城東店 36-0145490

薬局 ひかり薬局　調剤センター ひかり薬局　調剤センター 36-0145599

薬局 ひかり薬局　中島田店 ひかり薬局　中島田店 36-0145862

薬局 ひかり薬局　鳴門北店 ひかり薬局　鳴門北店 36-0241042

薬局 ひかり薬局　鳴門店 ひかり薬局　鳴門店 36-0240473

薬局 ひかり薬局　八万店 ひかり薬局　八万店 36-0145003

薬局 ひかり薬局　南島田店 ひかり薬局　南島田店 36-0145904

薬局 ひかり薬局　山城店 ひかり薬局　山城店 36-0144980

薬局 ビザン薬品調剤薬局 ビザン薬品調剤薬局 36-0340406

薬局 ひつじ調剤薬局 ひつじ調剤薬局 36-0144535

病院等 ひなたクリニック ひなたクリニック 36-0127155

薬局 ファルコ薬局　日野谷店 ファルコ薬局　日野谷店 36-1340165

薬局 ヒノミネ薬局 ヒノミネ薬局 36-0340745
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薬局 ひまわり調剤薬局 ひまわり調剤薬局 36-0440222

薬局 ヒラオカ薬局 ヒラオカ薬局 36-1740257

薬局 ファーマシアコスモス薬局 ファーマシアコスモス薬局 36-1240258

薬局
ファーマシアコスモス薬局　鴨島
店

ファーマシアコスモス薬局　鴨島店 36-1740265

薬局
ファーマシアコスモス薬局　高原
店

ファーマシアコスモス薬局　高原店 36-1240167

薬局 ファルコはやぶさ薬局　佐古店 ファルコはやぶさ薬局　佐古店 36-0145433

薬局 ファルコ薬局　徳島駅前店 ファルコ薬局　徳島駅前店 36-0145193

薬局 ファルコ薬局　蔵本店 ファルコ薬局　蔵本店 36-0145177

病院等 福田整形外科病院 福田整形外科病院 36-0123550

病院等 福本眼科 福本眼科 36-0126678

薬局 フジカワ調剤薬局 フジカワ調剤薬局 36-1940717

病院等 ふじの小児科クリニック ふじの小児科クリニック 36-0310504

薬局 フレンド調剤薬局　藍住店 フレンド調剤薬局　藍住店 36-1541010

病院等 文化の森内科 文化の森内科 36-0126041

薬局 へるし～さとう薬局 へるし～さとう薬局 36-0240192

訪問看護等 訪問看護ステーション　はーと 訪問看護ステーション　はーと 36-0190574

訪問看護等 訪問看護ステーションForYou 訪問看護ステーションForYou 36-0190491

訪問看護等 訪問看護ステーション泉 訪問看護ステーション泉 36-0190434

訪問看護等
訪問看護ステーションイツモスマ
イル

訪問看護ステーションイツモスマイル 36-0190533

訪問看護等
訪問看護ステーションイツモスマ
イルplus

訪問看護ステーションイツモスマイルplus 36-0190616

訪問看護等 訪問看護ステーションインプロ 訪問看護ステーションインプロ 36-1990063

訪問看護等 訪問看護ステーション共栄 訪問看護ステーション共栄 36-1390017

訪問看護等 訪問看護ステーションコスモス 訪問看護ステーションコスモス 36-1390033

訪問看護等 訪問看護ステーションそら 訪問看護ステーションそら 36-0190251

訪問看護等 訪問看護ステーションみま 訪問看護ステーションみま 36-1790026

訪問看護等 訪問看護ステーション未来 訪問看護ステーション未来 36-0290077

訪問看護等 訪問看護ステーションやまぶき 訪問看護ステーションやまぶき 36-0690011

訪問看護等 訪問看護ステーションルーム 訪問看護ステーションルーム 36-0190558

訪問看護等
訪問看護リハビリステーション笑
くぼ

訪問看護リハビリステーション笑くぼ 36-1690010

訪問看護等
訪問看護リハビリステーション 笑
くぼ

訪問看護リハビリステーション 笑くぼ 36-1690010

訪問看護等 ほまれ訪問看護ステーション ほまれ訪問看護ステーション 36-1590129

薬局 マーブル調剤薬局 マーブル調剤薬局 36-1540418
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訪問看護等 まこと訪問看護ステーション まこと訪問看護ステーション 36-1290019

薬局 マザー調剤薬局 マザー調剤薬局 36-1240100

病院等 松浦医院 松浦医院 36-1913082

病院等 松浦歯科クリニック 松浦歯科クリニック 36-1930975

薬局 松茂サザン薬局 松茂サザン薬局 36-1540194

病院等 松村内科胃腸科 松村内科胃腸科 36-0125803

病院等 松本眼科 松本眼科 36-1612171

薬局 マリ薬局 マリ薬局 36-0440479

病院等 美海クリニック 美海クリニック 36-1410493

病院等 三加茂田中病院 三加茂田中病院 36-1910138

病院等 三河眼科 三河眼科 36-0126538

病院等 三木クリニック 三木クリニック 36-1713268

病院等 みきゅう歯科 みきゅう歯科 36-0133878

薬局 三谷調剤薬局 三谷調剤薬局 36-0145631

薬局 三谷調剤薬局　藍住店 三谷調剤薬局　藍住店 36-1540467

薬局 三谷調剤薬局　佐古店 三谷調剤薬局　佐古店 36-0145391

薬局 三谷調剤薬局　中昭和町店 三谷調剤薬局　中昭和町店 36-0145383

薬局 三谷薬局 三谷薬局 36-0140673

薬局 三谷薬局　渭北店 三谷薬局　渭北店 36-0140822

病院等 みなとクリニック みなとクリニック 36-0127338

薬局 南佐古ドレミ調剤薬局 南佐古ドレミ調剤薬局 36-0145730

病院等 三野田中病院 三野田中病院 36-0610069

病院等
美馬市国民健康保険　木屋平診療
所

美馬市国民健康保険　木屋平診療所 36-0510764

病院等 宮内クリニック 宮内クリニック 36-0126256

病院等 宮岡皮ふ科医院 宮岡皮ふ科医院 36-0117040

病院等 宮本小児科 宮本小児科 36-0310538

病院等 みやもと内科クリニック みやもと内科クリニック 36-0116935

病院等 宮本病院 宮本病院 36-0410122

訪問看護等
名西郡医師会訪問看護ステーショ
ン

名西郡医師会訪問看護ステーション 36-1290001

病院等 名東天満クリニック 名東天満クリニック 36-0127270

病院等
三好市国民健康保険　大歩危診療
所

三好市国民健康保険　大歩危診療所 36-0610689

病院等
三好市国民健康保険　西祖谷山村
診療所

三好市国民健康保険　西祖谷山村診療所 36-0610671
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病院等
三好市国民健康保険　東祖谷診療
所

三好市国民健康保険　東祖谷診療所 36-0610713

病院等 元木小児科 元木小児科 36-0124715

病院等 もりの医院 もりの医院 36-0125282

病院等 森本医院 森本医院 36-1513445

薬局 門田薬局　大野店 門田薬局　大野店 36-0146068

薬局 門田薬局　沖州店 門田薬局　沖州店 36-0146050

薬局 門田薬局　住吉店 門田薬局　住吉店 36-0146076

薬局 門田薬局　中島田店 門田薬局　中島田店 36-0146084

病院等 八木クリニック 八木クリニック 36-0127122

薬局 薬局エコファーマシー 薬局エコファーマシー 36-0144691

病院等 やまいし歯科医院 やまいし歯科医院 36-1430844

病院等 やまさきデンタルクリニック やまさきデンタルクリニック 36-1731043

薬局 山瀬調剤薬局 山瀬調剤薬局 36-1740117

病院等 山田眼科 山田眼科 36-0126025

病院等 山田こどもクリニック 山田こどもクリニック 36-0127189

薬局 山田調剤薬局 山田調剤薬局 36-0240754

薬局 やまと調剤薬局 やまと調剤薬局 36-0145045

病院等 山根眼科 山根眼科 36-1513387

病院等 山本医院 山本医院 36-1312525

薬局 やまもも調剤薬局　宝田 やまもも調剤薬局　宝田 36-0440263

薬局 やまもも調剤薬局　富岡 やまもも調剤薬局　富岡 36-0440297

薬局 やまもも調剤薬局　日赤 やまもも調剤薬局　日赤 36-0340323

薬局 やまもも調剤薬局　羽ノ浦 やまもも調剤薬局　羽ノ浦 36-0441030

薬局 ユート薬局 ユート薬局 36-1640580

薬局 よしたけ調剤薬局　石井店 よしたけ調剤薬局　石井店 36-1240241

薬局 よしたけ調剤薬局　北島店 よしたけ調剤薬局　北島店 36-1540400

薬局 よしたけ調剤薬局　板東店 よしたけ調剤薬局　板東店 36-0240341

病院等 吉田歯科医院 吉田歯科医院 36-0432080

病院等 吉野川医療センター 吉野川医療センター 36-1710025

病院等 よしのがわ往診診療所 よしのがわ往診診療所 36-1713284

病院等 吉野川病院 吉野川病院 36-1510045

薬局 よつば薬局 よつば薬局 36-1540434

訪問看護等
らいずリハビリ訪問看護ステー
ション

らいずリハビリ訪問看護ステーション 36-0490065
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病院等 リバーサイドのぞみ病院 リバーサイドのぞみ病院 36-0125407

病院等 リムズ徳島クリニック リムズ徳島クリニック 36-0126454

薬局 隆成堂調剤薬局 隆成堂調剤薬局 36-0140749

訪問看護等 凌雲訪問看護ステーション 凌雲訪問看護ステーション 36-1590012

薬局 鈴鈴薬局 鈴鈴薬局 36-0144741

病院等
レディースクリニック兼松産婦人
科

レディースクリニック兼松産婦人科 36-0213047

薬局 レディ薬局　鳴門店 レディ薬局　鳴門店 36-0240457

薬局 レディ薬局　羽ノ浦店 レディ薬局　羽ノ浦店 36-0340448

病院等 若槻クリニック 若槻クリニック 36-0117057

薬局 わかば薬局 わかば薬局 36-0140657

病院等 脇町川島クリニック 脇町川島クリニック 36-0510723

病院等 和田胃腸科内科医院 和田胃腸科内科医院 36-0413274

病院等 わだ内科 わだ内科 36-1312517

訪問看護等 訪問看護ステーションほし 訪問看護ステーションほし 36-0190285

病院等 水の都記念病院 水の都記念病院 36-0123717

病院等 こかわ医院 こかわ医院 36-0127403

薬局 下川薬局 下川薬局 36-0642041

薬局 西祖谷パール薬局 西祖谷パール薬局 36-0642033

薬局 奥祖谷パール薬局 奥祖谷パール薬局 36-0642058

病院等 北川内科胃腸科 北川内科胃腸科 36-0117123

訪問看護等 訪問看護ステーションりぶら 訪問看護ステーションりぶら 36-0190665

薬局 コスタ薬局 コスタ薬局 36-0146126

薬局 スマイル調剤薬局　藍住店 スマイル調剤薬局　藍住店 36-1541168

病院等 いもと内科クリニック いもと内科クリニック 36-0127429

薬局 クローバー調剤薬局　城南店 クローバー調剤薬局　城南店 36-0146134

薬局 オブリージュ調剤薬局　佐古店 オブリージュ調剤薬局　佐古店 36-0146142

薬局 アイ調剤薬局　海部店 アイ調剤薬局　海部店 36-1440676

薬局 はな薬局　新蔵店 はな薬局　新蔵店 36-0146159

病院等 堺歯科医院 堺歯科医院 36-1531351

薬局 三愛薬局大津支店 三愛薬局大津支店 36-0241059

薬局 アップル調剤薬局北村店 アップル調剤薬局北村店 36-1541176

病院等 阿南医療センター 阿南医療センター 36-0413332
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薬局 南小松島調剤薬局 南小松島調剤薬局 36-0340760

病院等 髙木整形外科医院 髙木整形外科医院 36-0311262

薬局 ありす調剤薬局　阿南店 ありす調剤薬局　阿南店 36-0441055

病院等 なかがわ耳鼻咽喉科クリニック なかがわ耳鼻咽喉科クリニック 36-0213260

薬局 加地薬局　鳴門店 加地薬局　鳴門店 36-0241067

訪問看護等 訪問看護ステーション・暁 訪問看護ステーション・暁 36-0190509

薬局 スマイル調剤薬局あいずみ南店 スマイル調剤薬局あいずみ南店 36-1541184

病院等 林内科医院 林内科医院 36-1612072

病院等 知恵島皮膚科診療所 知恵島皮膚科診療所 36-1711635

病院等 さとう歯科医院 さとう歯科医院 36-1730334

病院等 林病院 林病院 36-0127502

薬局 国府池尻調剤薬局 国府池尻調剤薬局 36-0146175

病院等 博愛クリニック 博愛クリニック 36-0127528

薬局 はじめ調剤薬局　大原店 はじめ調剤薬局　大原店 36-0146167

訪問看護等 なずな訪問看護ステーション なずな訪問看護ステーション 36-0190699

病院等 美波町国民健康保険美波病院 美波町国民健康保険美波病院 36-1410113

病院等 阿南いしばし医院 阿南いしばし医院 36-0413357

薬局 阿南ドレミ調剤薬局 阿南ドレミ調剤薬局 36-0441063

訪問看護等
ラシック訪問看護ステーション徳
島

ラシック訪問看護ステーション徳島 36-0190707

病院等 杉山歯科医院 杉山歯科医院 36-1730243

訪問看護等 なないろ訪問看護ステーション なないろ訪問看護ステーション 36-6019673

病院等 天山歯科医院 天山歯科医院 36-1531609

薬局 アップル調剤薬局羽ノ浦店 アップル調剤薬局羽ノ浦店 36-0441071

訪問看護等 訪問ステーションてとてと徳島 訪問ステーションてとてと徳島 36-0190657

薬局 スマイル調剤薬局　二軒屋店 スマイル調剤薬局　二軒屋店 36-0146357

薬局 レデイ薬局佐古店 レデイ薬局佐古店 36-0146191

病院等 瀬尾歯科医院 瀬尾歯科医院 36-1730284

訪問看護等 訪問看護ステーションそわか 訪問看護ステーションそわか 36-0190723

薬局 とくしま調剤薬局 とくしま調剤薬局 36-0146225

薬局 一般財団法人　厚仁会薬局 一般財団法人　厚仁会薬局 36-0146217

病院等 ひまわり歯科 ひまわり歯科 36-0134967

病院等 おおつか内科 おおつか内科 36-1612197
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病院等 まつうら歯科クリニック まつうら歯科クリニック 36-1730995

薬局 日本調剤蔵本薬局 日本調剤蔵本薬局 36-0146233

病院等 篠原内科 篠原内科 36-0124517

薬局 エンゼル調剤薬局　昭和店 エンゼル調剤薬局　昭和店 36-0146241

訪問看護等 なずな訪問看護ステーション なずな訪問看護ステーション 36-0190749

薬局 アイン薬局徳島大学病院店 アイン薬局徳島大学病院店 36-0146209

薬局 みのり薬局 みのり薬局 36-0642066

薬局 どなり調剤薬局 どなり調剤薬局 36-1640655

薬局 スマイル調剤薬局　城南店 スマイル調剤薬局　城南店 36-0146365

病院等 よしもと形成外科クリニック よしもと形成外科クリニック 36-0127585

病院等 はのうら眼科 はのうら眼科 36-0413365

薬局 きりん調剤薬局　羽ノ浦店 きりん調剤薬局　羽ノ浦店 36-0441089

薬局 ハッピー薬局　大津店 ハッピー薬局　大津店 36-0241083

病院等 齋藤医院 齋藤医院 36-0127619

薬局 ビザン薬品調剤薬局　日赤２号店 ビザン薬品調剤薬局　日赤２号店 36-0146274

薬局 マック矢三調剤薬局 マック矢三調剤薬局 36-0146266

病院等 田中ヘルスケアクリニック 田中ヘルスケアクリニック 36-0613097

病院等 石田歯科医院 石田歯科医院 36-1730821

病院等 三愛内科 三愛内科 36-1513569

病院等 仁木訪問診療クリニック 仁木訪問診療クリニック 36-0127288

病院等 安芸内科 安芸内科 36-1510508

病院等 加茂健やかクリニック 加茂健やかクリニック 36-0127635

病院等 岩佐整形外科 岩佐整形外科 36-0125811

薬局 アスカ薬局　駅 アスカ薬局　駅 36-0540211

病院等 大庭矯正歯科 大庭矯正歯科 36-0134173

病院等 こやま小児科内科クリニック こやま小児科内科クリニック 36-1513270

訪問看護等 あーる訪問看護ステーション あーる訪問看護ステーション 36-1590111

薬局 つばさ薬局 つばさ薬局 36-1541192

薬局 ココロ調剤薬局　田宮店 ココロ調剤薬局　田宮店 36-0146282

薬局 下浦薬局 下浦薬局 36-1240597

薬局 アルファ薬局　北佐古 アルファ薬局　北佐古 36-0146290

薬局 ミクラ薬局　敷地 ミクラ薬局　敷地 36-1740752
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病院等 おかやま歯科 おかやま歯科 36-0135055

病院等 かさまつ在宅クリニック かさまつ在宅クリニック 36-0127650

病院等 くろさわ歯科 くろさわ歯科 36-0432098

薬局 論田調剤薬局 論田調剤薬局 36-0144022

訪問看護等
訪問看護リハビリステーションた
すき

訪問看護リハビリステーションたすき 36-0190830

薬局 アイ調剤薬局　川内店 アイ調剤薬局　川内店 36-0146308

病院等 永尾病院 永尾病院 36-1814041

病院等 美馬市国民健康保険口山診療所 美馬市国民健康保険口山診療所 36-0510707

病院等 酒巻耳鼻咽喉科医院 酒巻耳鼻咽喉科医院 36-0510731

病院等 美馬歯科医院 美馬歯科医院 36-1831074

病院等 海陽町国民健康保険海南病院 海陽町国民健康保険海南病院 36-1410089

病院等 いしもとファミリークリニック いしもとファミリークリニック 36-1410519

薬局 トマト薬局　佐古店 トマト薬局　佐古店 36-0146316

病院等 川島病院 川島病院 36-0127684

病院等 川島病院　歯科 川島病院　歯科 36-0135097

病院等 川島透析クリニック 川島透析クリニック 36-0127692

病院等 大里医院 大里医院 36-1410543

薬局 おとなこども薬局 おとなこども薬局 36-0146324

薬局 スマイル調剤薬局　石井店 スマイル調剤薬局　石井店 36-1240605

薬局 加地薬局　市民病院前店 加地薬局　市民病院前店 36-0144238

病院等 らいちクリニック らいちクリニック 36-1612205

病院等 武村クリニック 武村クリニック 36-0127296

薬局 ふじの木調剤薬局 ふじの木調剤薬局 36-1240613

薬局 ふじの木調剤薬局　安宅店 ふじの木調剤薬局　安宅店 36-0146340

病院等 虹の橋葵ホスピタル 虹の橋葵ホスピタル 36-0124681

病院等 東洋病院 東洋病院 36-0125340

薬局 コスモス薬局　阿波店 コスモス薬局　阿波店 36-1640663

薬局 マレー薬局 マレー薬局 36-0241091

病院等 髙木整形外科医院 髙木整形外科医院 36-0311270

20 / 20 


