
施設名 郵便番号 住所（都道府県から記載） 電話番号 ウェブサイトURL
初診の電話等を用いた
診療の実施の有無

再診の電話等を用いた
診療の実施の有無

対応診療科 担当医師名
対面診療が必要と判断した場合に連携する医療機関名
（複数ある場合は複数、住所も併せて記載）

1 かじかわ整形外科 774-0013 徳島県阿南市日開野町筒路１９－１４ 0884-24-5750 ○ ○
整形外科
リハビリ
リウマチ

梶川　智正
徳島県立中央病院（徳島市蔵本町）
徳島大学病院（徳島市蔵本町）

2 安宅循環器内科 778-0003 徳島県三好市池田町サラダ１６５１－２ 0883-72-6300 ○ ○ 内科
安宅　芳夫
安宅　比呂美

徳島県立三好病院（三好市池田町）

3 沖の洲病院 770-0862 徳島県徳島市城東町１丁目８－８ 088-622-7111 http://www.nmt.ne.jp/~nagioo/ ○ ○ 内科
仁木　由子
猪井　順也

4 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/ ○
内科

小児科
佐野　隆宏

徳島県立中央病院（徳島市蔵本町）
徳島赤十字病院（小松島市）
徳島市民病院（徳島市北常三島町）
徳島大学病院（徳島市蔵本町）

5 北佐古クリニック 770-0012 徳島県徳島市北佐古二番町２－１５ 770-0012 ○ ○
内科

小児科
小川　紘一
坂東　智子

徳島県立中央病院（徳島市蔵本町）

6 大野病院 771-1506 徳島県阿波市土成町土成字南原２３１ 088-695-2112 http://hakubi-ohno-hp.com/ ○ ○ 内科

7 みどり内科クリニック 770-0006 徳島県徳島市北矢三町３丁目３ 088-634-1277 https://midorinc.com/ ○ ○ 内科 宇野　由佳
徳島県立中央病院（徳島市蔵本町）
徳島市民病院（徳島市北常三島町）

8 兼松眼科 770-8024 徳島県徳島市西須賀町下中須８５－５ 088-669-5111 眼科
井上　昌幸

9 徳島健生病院 770-8547 徳島県徳島市下助任町４丁目９－１ 088-622-7771 https://kenkou-seikyou.com/ ○

内科
外科

整形外科
眼科

今井正雄、美摩一正、岸田
和明、西内貴子、佐々木清
実、松田知子、岸田典子、
山下英也、阿部潤一、村野
栄一、藤本尚己、大倉佳
宏、堀内宏美、高原文治、
田中宏美、美馬淳、中野万
有里、岡田正彦、古川民
夫、島海和広

10 谷病院 779-4101 徳島県美馬郡つるぎ町貞光字中須賀４８－２ 0883-62-2053 ○ 内科
谷　隆三

古出　雄三

11 藍住たまき青空クリニック 779-3125 徳島県徳島市国府町早渕字北カシヤ５６－１ 088-643-2588 https://tamaki-aozora.ne.jp/aizumi/ ○ ○

内科
消化器科

内分泌内科
循環器科

耳鼻咽喉科
腎臓内科

辻　泰弘
増田　壽志
新居　葉子
田蒔　基行
熊代　尚記
久山　和重
林　真也

別宮　佳奈子

12 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 ○ ○
内科

小児科
上田　聡一郎

たまき青空病院（徳島市国府町）
徳島県立中央病院（徳島市蔵本町）

事務連絡に基づく対応について

電話や情報通信機器を用いて診療を実施する医療機関の一覧（徳島県） R2.4.24現在

基本情報

症状によっては受診。
症状によっては電話対応可能

別紙１－3

http://www.nmt.ne.jp/~nagioo/
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http://hakubi-ohno-hp.com/
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13 イツモスマイルクリニック 770-0022 徳島県徳島市佐古二番町５－１１ 088-679-1111 ○ ○
内科
外科

岡　信晃
矢野　嘉朗

徳島市民病院（徳島市北常三島町）
田岡病院（徳島市万代町）

14 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/ ○ ○ 内科
後東　久嗣
後東　俊博

15 佐藤内科 779-3601 徳島県美馬市脇町字拝原１４１５－２ 0883-52-1045
http://www.ichijyukai.com/internal-
medicine.html

○ ○
内科

小児科
精神科

佐藤　一樹

16 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/ ○ ○
内科

小児科
岡部　達彦

徳島県立中央病院（徳島市蔵本町）
徳島赤十字病院（小松島市）
徳島市民病院（徳島市北常三島町）

17 島田内科 771-0137 徳島県徳島市川内町平石若宮１１５ 088-665-1100 https://doctorsfile.jp/h/83882/ ○ ○ 内科 島田　久夫

18 徳島皮フ科クリニック 771-0130 徳島県徳島市川内町加賀須野４１９－３ 088-665-5234 https://tdc21.com/clinic/ ○ 皮膚科 玉田

19 竹林眼科 775-0006 徳島県海部郡牟岐町大字中村字本村１４９－９ 0884-72-2323 ○ ○ 眼科 竹林　優

20 佐藤医院 779-3133 徳島県徳島市入田町笠木２００－４ 088-644-0422
http://tokushima-
nishi.com/iryoukikan/satou.html

○ ○ 内科 佐藤　隆久 徳島県立中央病院（徳島市蔵本町）

21 せきね耳鼻咽喉科医院 770-0928 徳島県徳島市二軒屋町３丁目３３ 088-654-1212 https://sekine-ent.com/ ○ ○ 耳鼻科
関根
島田

徳島県立中央病院（徳島市蔵本町）
徳島赤十字病院（小松島市）
徳島市民病院（徳島市北常三島町）

22 三野田中病院 771-2304 徳島県三好市三野町芝生１２４２－６ 0883-77-2300 ○ 総合診療
田中　眞理子
田中　裕基

23 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/ ○ ○ 内科
加藤　好包
山下　壽子
矢田　清吾

徳島赤十字病院（小松島市）

24 なかがわ耳鼻咽喉科クリニック 772-0011 徳島県鳴門市撫養町大桑島字北ノ浜63 088-684-3387 http://nakagawa-jibika.jp/ ○ 耳鼻咽喉科 中川　英幸

25 新浜医院 770-8007 徳島県徳島市新浜本町2丁目3-8 088-662-5577 ○
外科
内科

森　俊明
徳島県立中央病院（徳島市蔵本町）
徳島市民病院（徳島市北常三島町）

26 林内科 770-0943 徳島県徳島市中昭和町２丁目９４ 088-626-0003 ○ 内科 林　正

27 橋本医院 772-0032 徳島県鳴門市大津町吉永字四番越４７１－６ 088-685-5211 https://byoinnavi.jp/clinic/ ○ ○
外科
内科

橋本　真梧
橋本　公昭
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http://www.ichijyukai.com/internal-medicine.html
http://www.ichijyukai.com/internal-medicine.html
https://okabec.jp/
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http://tokushima-nishi.com/iryoukikan/satou.html
http://tokushima-nishi.com/iryoukikan/satou.html
https://sekine-ent.com/
http://www.kanaiso.or.jp/
http://nakagawa-jibika.jp/
https://byoinnavi.jp/clinic/
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事務連絡に基づく対応について基本情報

28 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５６－１ 088-642-5050 https://tamaki-aozora.ne.jp/ ○ ○ 内科

田蒔正治、滝下佳寛、山本
修三、田蒔基行、石本武
男、倉立真志、沖野實、和
田美智子、井形次郎、大島
隆志、片岡涼子、兼松義
二、三﨑敦史、一森敏弘、
福本誠二、兼松康久、明比
祐子、手束文威、黒部裕
嗣、乙田敏城、木内美瑞
穂、佐藤正毅、藤井泰宏、
田中亜紀、田蒔昌憲、小幡
史明、三井由加里、阿部　
あかね、山田祐嗣、山口純
代、辻誠士郎

29 美海クリニック 775-0004 徳島県海部郡牟岐町大字川長字山戸４８－３ 0884-72-3939 https://kaifu-med.or.jp/ ○ ○ 内科 徳島県立海部病院（海部郡）

30 三河眼科 770-0847 徳島県徳島市幸町３丁目３４－１ 088-655-0088
http://wwwc.pikara.ne.jp/mikawagan
ka/

○ 眼科
三河　洋一
三河　貴子

31 城南公園内科 770-8064 徳島県徳島市城南町３丁目５－２２ 088-656-6661 ○ ○
内科

小児科
宮本　泰文

32 うがい医院 772-0002 鳴門市撫養町斎田字大堤２２６徳島県徳島県 088-686-2307 http://ugai-clinic.jp/ ○ ○
内あk
外科

鵜飼　伸一

33 原田病院 774-0030 徳島県阿南市富岡町あ石１４－１ 0884-22-0990 ○ ○
内あk
小児科

原田　みどり

34 米田内科クリニック 770-8082 徳島県徳島市八万町川南５６－１ 088-668-8511 ○ ○
内科

小児あk
米田　賢治 徳島県立中央病院（徳島市蔵本町）

35 谷口耳鼻咽喉科クリニック 771-0220 徳島県板野郡松茂町広島字南ノ川４２－１ 088-699-2787 ○ ○
耳鼻科
小児科

アレルギー科
谷口　雅彦 徳島市民病院（徳島市北常三島町）

36 かわぶち耳鼻咽喉科 770-8070 徳島県徳島市八万町大野９１－１ 088-636-3387 ○ 耳鼻咽喉科 川淵　崇 徳島県立中央病院（徳島市蔵本町）

37 神山医院 771-3421 徳島県名西郡神山町下分字今井１６３徳島県 088-677-0066 ○ ○ 内科 河野　宗夫

38 ひろこ漢方内科クリニック 779-3123 徳島県徳島市国府町観音寺２２４－１ 088-624-8167 http://hiroko-kampo.com/ ○ 内科 高橋　浩子 たかはし内科（徳島市国府町）

39 橘整形外科 770-0831 徳島県徳島市寺島本町西２丁目３７－１ 088-623-2462 ○ 整形外科 橘　敬三

40 勝良医院 772-0002 徳島県鳴門市撫養町斎田字西発６－１ 088-686-1216 ○
内科

小児科
勝良　洋 徳島県鳴門病院（鳴門市）

https://tamaki-aozora.ne.jp/
https://kaifu-med.or.jp/
http://wwwc.pikara.ne.jp/mikawaganka/
http://wwwc.pikara.ne.jp/mikawaganka/
http://ugai-clinic.jp/
http://hiroko-kampo.com/
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事務連絡に基づく対応について基本情報

41 亀井病院 770-8070 徳島県徳島市八万町寺山２３１ 088-668-1177 https://www.kameihospital.com/ ○

泌尿器科
腎臓内科

総合診療科
緩和医療科
循環器内科
整形外科
麻酔科

上野　恵輝
佐々木　雄太郎
深谷友祐、角陸文哉、山本
拓、濱尾　巧、村上佳秀、
中逵弘能、榊学、金山博
臣、楠原義人、津田恵、大
豆本圭、高橋正幸、布川朋
也、松浦元一、上田紗代、
清水郁子、藤野良三、中井
陽、高橋　健文、成瀬章、
神山有史

42 斎藤皮膚泌尿器科 770-0844 徳島県徳島市中通町２丁目１１ 088-652-3790 https://byoinnavi.jp/clinic/95237 ○
皮膚科

泌尿器科
仙﨑　聖子

43 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 ○ ○ 内科 平田　圭市郎
徳島県立海部病院(徳島県海部郡牟岐町大字中村字杉谷266)
徳島県立中央病院（徳島県徳島市蔵本町1丁目10-3）

44 北川医院 775-0011 徳島県海部郡牟岐町大字牟岐浦字浜崎１２－１ 0884-72-0260 ○ ○ 内科 平田　圭市郎
徳島県立中央病院（徳島市蔵本町）
徳島県海部郡病院（海部郡）

45 新野医院 779-0118 徳島県板野郡板野町下庄字栖養２２－１ 088-672-0571 ○
整形外科

内科
皮フ科

新野　浩史
東徳島医療センター（板野郡板野町）
徳島県立中央病院（徳島市蔵本町）

46 有住内科クリニック 771-0201 徳島県板野郡北島町北村字壱町四反地６９－１ 088-698-8655 ○ ○ 内科 有住　俊広

47 岡内科病院 779-3601 徳島県美馬市脇町字拝原１４９６－５ 0883-52-0988 ○ ○ 内科 岡　芳剛

48 くはらクリニック 771-2501 徳島県三好郡東みよし町昼間１４８ 0883-76-5755 ○
内科

小児科
久原　孝

49 浜クリニック 778-0002 徳島県三好市池田町マチ２４４３－１ 0883-72-0667 ○
内科
外科

整形外科
玉置　博

50 井上医院 771-0220 徳島県板野郡松茂町広島字南ノ川４９－１２ 088-699-8070 ○ ○ 内科 井上　光郎

51 中川整形外科 771-1273 徳島県板野郡藍住町勝瑞字東勝地９５－２ 088-641-2288 ○ 整形外科 中川　偉文

52 徳島クリニック 770-0942 徳島県徳島市昭和町１丁目１６ 088-653-6487 http://www.tokushimaclinic.or.jp/ ○ ○ 内科
小濱　貴良
小濱　美智
原田　利枝

徳島県立中央病院（徳島市蔵本町）
徳島市民病院（徳島市北常三島町）

53 豊崎医院 770-0003 徳島県徳島市北田宮２丁目７－７２ 088-631-0500 ○ ○
内科
外科

豊﨑　纒
豊﨑　光子

54 田根内科胃腸科医院 771-0205 徳島県板野郡北島町江尻字松堂４５－１ 088-698-0123 ○ ○
内科

小児科
田根　順次

https://www.kameihospital.com/
https://byoinnavi.jp/clinic/95237
http://www.tokushimaclinic.or.jp/


施設名 郵便番号 住所（都道府県から記載） 電話番号 ウェブサイトURL
初診の電話等を用いた
診療の実施の有無

再診の電話等を用いた
診療の実施の有無

対応診療科 担当医師名
対面診療が必要と判断した場合に連携する医療機関名
（複数ある場合は複数、住所も併せて記載）

事務連絡に基づく対応について基本情報

55 鈴木内科 776-0031 徳島県吉野川市鴨島町敷地１４－１ 0883-24-5880 ○
内科

小児科
鈴木　直紀
鈴木　率雄

56 いもと内科クリニック 770-8070 徳島県徳島市八万町犬山２３２－１ 088-678-2338 imoto-clinic.jp/ ○ 内科 井本　佳孝

57 吉野川病院 771-0206 徳島県板野郡北島町高房字八丁野西３６－１３ 088-698-6111 ○ ○
内科

脳神経外科
整形外科

中西　美和子
永廣　信治
渡辺　修身

58 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 ○ 内科
片岡　孝一
片岡　伸一

59 稲次病院 771-1262 徳島県板野郡藍住町笠木字西野５０－１ 088-692-5757 http://ryoun.com/ ○ 内科 白石　達彦

60 佐々木医院 771-2104 徳島県美馬市美馬町字宗重１１４－１ 0883-63-2001 ○ 内科 佐藤　純端

61 とくしまブレストケアクリニック 770-0052 徳島県徳島市中島田町４丁目７－７ 088-633-8484 ○ 乳腺科
笹　三徳

高橋　雅子

62 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 ○
内科

消化器内科
美馬　伸章 徳島赤十字病院（小松島市）

63 成田クリニック 779-3602 徳島県美馬市脇町大字猪尻字東分２７－１ 0883-55-0321 ○
内科
外科

成田　一之

64 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 ○ ○
内科

小児科

岡川　和人
廣瀬　政雄
安友　康二

65 岡田胃腸科内科 772-0003 徳島県鳴門市撫養町南浜字東浜３０－１１ 088-685-7155 ○ ○ 内科 岡田　宣三
徳島県立中央病院（徳島市蔵本町）
徳島市民病院（徳島市北常三島町）

66 浜病院 771-1252 徳島県板野郡藍住町矢上字北分９５ 088-692-2317 ○ ○ 内科
浜　昭造
浜　美紀

67 佐々木医院 771-2104 徳島県美馬市美馬町字宗重１１４－１ 0883-63-2001 ○ 内科 佐藤　純端

68 北島こどもクリニック 771-0203 徳島県板野郡北島町中村字東堤ノ内１９－１ 088-697-2221 https://kodomo-clinic.net/kitajima/ ○ ○
小児科
内科

富永ユリ
藤岡　智仁
山下和子

伊藤　道徳

http://ryoun.com/
https://kodomo-clinic.net/kitajima/


施設名 郵便番号 住所（都道府県から記載） 電話番号 ウェブサイトURL
初診の電話等を用いた
診療の実施の有無

再診の電話等を用いた
診療の実施の有無

対応診療科 担当医師名
対面診療が必要と判断した場合に連携する医療機関名
（複数ある場合は複数、住所も併せて記載）

事務連絡に基づく対応について基本情報

69 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/ ○ ○

内科
消化器科
呼吸器科
循環器科
リハビリ
放射線科

大串文隆、元木由美、藤川
和也、上間健造、伊井節
子、藤本小百子、小野瀬由
紀子、志村守彦、武田寛、
香川耕造、土師恵子、米田
造人、北山勇人、近石寛

徳島県立中央病院（徳島市蔵本町）
徳島赤十字病院（小松島市）
徳島市民病院（徳島市北常三島町）
徳島大学病院（徳島市蔵本町）

70 浜クリニック 778-0002 徳島県三好市池田町マチ２４４３－１ 0883-72-0667 ○ ○
内科
外科
整形

玉置　博 徳島県立三好病院（三好市池田町）

71 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 ○ ○ 内科 尾崎　敏夫

72 海陽町町国民健康保険海南病院 775-0202 徳島県海部郡海陽町四方原字広谷１６－１ 0884-73-1355 https://www.kainan.jaaikosei.or.jp/ ○
内科

整形外科
渡邊　美恵
神澤　覧

73 福本耳鼻咽喉科 770-0932 徳島県徳島市仲之町１丁目２７ 088-623-6222 http://www.aroma-coco.net ○ ○ 耳鼻科 福本　次郎

74 真鍋医院 770-0805 徳島県徳島市下助任町３丁目１２－１ 088-652-9686 ○ ○ 内科 真鍋　辰哉 中洲八木病院（徳島市）

75 中瀬医院 770-0937 徳島県徳島市富田橋１丁目１１－２ 088-623-3758
https://itp.ne.jp/info/366483555400
000899/

○
内科

小児科
中瀬　勝則

76 武原外科整形外科医院 779-4401 徳島県美馬郡半田町字松生２９９－１ 0883-64-2111
http://masao-
takehara@shirt.ocn.ne.jp

○

外科
整形
胃腸
肛門

武原　正夫 町立半田病院（美馬郡つるぎ町）

77 原田医院 779-1402 徳島県阿南市桑野町岡元５－１ 0884-26-0101 ○ 内科 原田　浩臣

78 今井耳鼻咽喉科 770-0026 徳島県徳島市佐古六番町７－６ 088-653-5808 ○ ○ 耳鼻科 今井　義禮

79 美摩病院 776-0013 徳島県吉野川市鴨島町上下島４９７ 0883-24-2957 ○

内科
整形外科
リウマチ
形成外科

80 冨田内科胃腸科クリニック 770-0004 徳島県徳島市南田宮１丁目３－５０ 088-631-6711 ○

内科
胃腸科

消化器科
小児科

冨田　作
徳島県立中央病院（徳島市蔵本町）
徳島市民病院（徳島市北常三島町）

81 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藪２３４－１ 0883-64-3145 http://www.handa-hospital.jp/ ○ ○

内科
産婦人科

外科
泌尿器科

各診療科
常勤医師のみ
対応可能

82 松﨑内科医院 774-0048 徳島県阿南市中大野町北傍示４８３－１ 0884-23-5778 ○ 内科 松﨑　敏朗
阿南医療センター（阿南市宝田町）
徳島赤十字病院（小松島市）

https://hakuaihp.jp/
https://www.kainan.jaaikosei.or.jp/
http://www.aroma-coco.net/
https://itp.ne.jp/info/366483555400000899/
https://itp.ne.jp/info/366483555400000899/
http://masao-takehara@shirt.ocn.ne.jp
http://masao-takehara@shirt.ocn.ne.jp
http://www.handa-hospital.jp/


施設名 郵便番号 住所（都道府県から記載） 電話番号 ウェブサイトURL
初診の電話等を用いた
診療の実施の有無

再診の電話等を用いた
診療の実施の有無

対応診療科 担当医師名
対面診療が必要と判断した場合に連携する医療機関名
（複数ある場合は複数、住所も併せて記載）

事務連絡に基づく対応について基本情報

83 ふじの小児科クリニック 773-0023 徳島県小松島市坂野町字平田１８－４ 0885-37-0250 http://fujino.ezdns.jp/ ○ ○
小児科
内科

神経内科
藤野　佳世 徳島赤十字病院（小松島市）

84 村山内科 778-0003 徳島県三好市池田町サラダ１７９５－１ 0883-72-2110 ○ ○ 内科 村山　善紀 徳島県立三好病院（三好市池田町）

85 三谷内科 774-0030 徳島県阿南市富岡町東仲町３１３－２ 0884-23-0222 ○ ○ 内科 三谷　裕昭 阿南医療センター（阿南市宝田町）

86 サンクリニック 771-2106 徳島県美馬市美馬町字南荒川７１ 0883-63-2277 ○ ○ 内科
新野　和人
新野　悦子

87 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/ ○
整形外科

内科

新居　大
堀江　貴浩
堀江　千晶

徳島県立中央病院（徳島市蔵本町）
徳島市民病院（徳島市北常三島町）

88 増田クリニック 771-1251 徳島県板野郡藍住町矢上字原１７４－１ 088-693-3020
http://www.itanomed.jp/a-
masuda.htm

○

89 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 ○ ○ 内科 加藤　修司

90 よしのがわ往診診療所 779-3404 徳島県吉野川市山川町湯立２７７－１ 0883-36-1850
https://jcb02167.wixsite.com/yoshin
ogawaclinic

○ 内科 渡部　豪 さくら診療所（吉野川市山川町）

91 ゆうあいホスピタル 779-4703 徳島県三好郡東みよし町中庄７２８－１ 0883-82-1100 http://yuai-hp.com/ 精神科

92 こかわ医院 770-0831 徳島県徳島市寺島本町西１丁目１５ 088-622-2125 ○
内科

小児科
古川　浩

中川　礼子
徳島県立中央病院（徳島市蔵本町）
徳島大学病院（徳島市蔵本町）

93 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 ○
内科

小児科
若槻　真吾
若槻　真紀

徳島市民病院（徳島市）
徳島赤十字病院（小松島市）

94 健生きたじまクリニック 771-0203 徳島県板野郡北島町中村字東開１４－１ 088-698-9629
sukusuku.betoku.jp/

○ 小児科

岡島　文男
田中　宏美
林　真美子
山崎　環

95 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/ ○ ○
内科

消化器内科
循環器内科

寺澤　敏秀
鶴尾　美穂

徳島県立中央病院（徳島市蔵本町）
徳島市民病院（徳島市北常三島町）

96 もりの医院 770-0942 徳島県徳島市昭和町２丁目７１ 088-625-1488 ○ ○

漢方内科
消化器内科

老年神経内科
リハビリ

東　照代 徳島県立中央病院（徳島市蔵本町）

97 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/

○ 内科
清水　正樹
清水大樹

98 斎藤医院 779-0311 徳島県鳴門市大麻町牛屋島字大浜５４ 088-689-0151 ○ ○ 内科 齋藤　勤 徳島県鳴門病院（鳴門市）

http://fujino.ezdns.jp/
http://www.wakakusakai.com/
http://www.itanomed.jp/a-masuda.htm
http://www.itanomed.jp/a-masuda.htm
https://jcb02167.wixsite.com/yoshinogawaclinic
https://jcb02167.wixsite.com/yoshinogawaclinic
http://yuai-hp.com/
http://www.terasawa.or.jp/
https://www.seijyukai-med.jp/shimizuim/
https://www.seijyukai-med.jp/shimizuim/


施設名 郵便番号 住所（都道府県から記載） 電話番号 ウェブサイトURL
初診の電話等を用いた
診療の実施の有無

再診の電話等を用いた
診療の実施の有無
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対面診療が必要と判断した場合に連携する医療機関名
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事務連絡に基づく対応について基本情報

99 橋口内科クリニック 770-0937 徳島県徳島市富田橋１丁目３０ 088-624-1001 https://www.hashiguchi-clinic.or.jp/ ○ ○ 内科 橋口　淑夫
博愛記念病院（徳島市勝占町）
徳島平成病院（徳島市伊賀町）

100 折野胃腸科内科 775-0501 徳島県海部郡海陽町宍喰浦字松原５８－５ 0884-76-2249 ○ ○
内科

胃腸科
折野　眞哉
折野　俊介

徳島県立海部病院（海部郡）

101 三愛内科 779-0104 徳島県板野郡板野町吹田字町南２７－２ 088-672-0176 ○ ○ 内科 柴田　明徳 東徳島医療センター（板野郡板野町）

102 協栄内科 770-0943 徳島県徳島市中昭和町２丁目６ 088-652-2211 ○ ○ 内科 上村　るみ子
徳島県立中央病院（徳島市蔵本町）
徳島市民病院（徳島市北常三島町）

103 兼松病院 772-0002 徳島県鳴門市撫養町斎田字大堤５４ 088-685-4537 ○
内科
外科

当日診療担当医

104 協立病院 770-8078 徳島県徳島市八万町橋本９２－１ 088-668-1070 http://www.kyoritsuhp.or.jp/ ○ ○ 脳神経外科

吉嶋　淳生
戎谷　大蔵
兼松　康久
島田　健司

105 協立病院 770-8078 徳島県徳島市八万町橋本９２－１ 088-668-1070 http://www.kyoritsuhp.or.jp/ ○ ○ 内科

堀内　雅文
答島　恵実子
山川　泰弘
高森　雅子
瀧倉　輝実
森田　雄介
仁木　敏晴

106 協立病院 770-8078 徳島県徳島市八万町橋本９２－１ 088-668-1070 http://www.kyoritsuhp.or.jp/ ○ ○ 整形外科

飯山　愛彦
福島　慎也
八木　清

木島　和也

107 協立病院 770-8078 徳島県徳島市八万町橋本９２－１ 088-668-1070 http://www.kyoritsuhp.or.jp/ ○ ○ 泌尿器科
小川　功

山本　恭代
楠原　義人

108 協立病院 770-8078 徳島県徳島市八万町橋本９２－１ 088-668-1070 http://www.kyoritsuhp.or.jp/ ○ ○ 皮膚科 菊池　誠

109 協立病院 770-8078 徳島県徳島市八万町橋本９２－１ 088-668-1070 http://www.kyoritsuhp.or.jp/ ○ ○ 循環器科
仁木　敏晴
武市　脩

110 協立病院 770-8078 徳島県徳島市八万町橋本９２－１ 088-668-1070 http://www.kyoritsuhp.or.jp/ ○ ○ 外科 福島　慎也

111 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/ ○ ○ 内科 高杉　緑 徳島県立中央病院（徳島市蔵本町）

112 藤野医院 773-0023 徳島県小松島市坂野町字平田１８－２ 0885-38-1636 ○ 内科 藤野　和也

113 田山チャイルドクリニック 770-0006 徳島県徳島市北矢三町３丁目３－４１ 088-633-2055 http://tayama-child-clinic.jp/ ○ ○ 小児科 田山　正伸

https://www.hashiguchi-clinic.or.jp/
http://www.kyoritsuhp.or.jp/
http://www.kyoritsuhp.or.jp/
http://www.kyoritsuhp.or.jp/
http://www.kyoritsuhp.or.jp/
http://www.kyoritsuhp.or.jp/
http://www.kyoritsuhp.or.jp/
http://www.kyoritsuhp.or.jp/
http://www.takasugihosp.org/
http://tayama-child-clinic.jp/
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再診の電話等を用いた
診療の実施の有無

対応診療科 担当医師名
対面診療が必要と判断した場合に連携する医療機関名
（複数ある場合は複数、住所も併せて記載）

事務連絡に基づく対応について基本情報

114
髙橋クリニック　泌尿器科・耳鼻咽喉
科

770-8055 徳島県徳島市山城町西浜傍示１６２－１ 088-602-7722 https://takahashiclinic7722.com/ ○
泌尿器
耳鼻科

髙橋　久弥
髙橋　美香

115 牟岐駅前クリニック 775-0006 徳島県海部郡牟岐町大字中村字本村９５－１ 0884-72-3311 https://www.koshibaclinic.com/ ○ 内科 小柴　邦彦 徳島県立海部病院（海部郡）

116 わだ内科 771-5203 徳島県那賀郡那賀町和食郷字南川８７－１ 0884-62-3311 ○ 内科 和田　達也

117 日和佐診療所 779-2305 徳島県海部郡日和佐町奥河内字本村９－１ 0884-77-0125 ○ 内科 川井　尚臣

118 大久保病院 770-0923 徳島県徳島市大道２丁目３０ 088-622-9156
ohkubo-hospital.com/

○
内科

腎臓内科
大久保明彦
玉木克佳

119 脇町中央医院 779-3610 徳島県美馬市脇町大字脇町３１６－２ 0883-52-1529 https://byoinnavi.jp/clinic/ ○ ○ 内科 井上
吉野川医療センター（吉野川市鴨島町）
つるぎ町立半田病院（美馬郡つるぎ町）

120 元木医院 772-0003 徳島県鳴門市撫養町南浜字東浜５９２ 088-685-8282 ○
内科

小児科
元木　康文

121 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/ ○

肛門科
胃腸科
内科
外科

整形外科
リハビリ

大塚　雅文
大塚　美恵

122 小川病院 772-0002 徳島県鳴門市撫養町斎田字北浜９９ 088-686-2322 http://www.ogawa-hp.jp/ ○ ○ 内科

小川　哲也
小川　裕子
足立　克仁
上田　圭介

123 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/ ○ ○ 内科 久保　貴之

124 大里医院 775-0203 徳島県海部郡海陽町大里字松原３４－４７ 0884-73-3102 http://www.oozato-clinic.com/ ○ ○

内科
小児科

耳鼻咽喉科
皮膚科

松田　啓次
木下　章子

125 川内内科 770-0046 徳島県徳島市鮎喰町２丁目９５－１ 088-632-1505 https://kawauchi-clinic.jp/ ○ ○ 内科
川内　千徳
曽我部　公子
倉橋　清樹

126 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/ ○
各診療科にて

要相談
各診療科
担当医師

127 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 ○ ○

呼吸器科
内科
外科

皮膚科

團　博文

128 虹の橋病院 770-052 徳島県徳島市中島田町３丁目６０－１ 088-633-0800 https://www.nijinohashi.net/ ○ ○ 内科
竹内
高川

石井虹の橋クリニック（名西郡石井町）

https://takahashiclinic7722.com/
https://www.koshibaclinic.com/
https://byoinnavi.jp/clinic/
http://www.otuka-cl.com/
http://www.ogawa-hp.jp/
https://youaijitsu.com/
http://www.oozato-clinic.com/
https://kawauchi-clinic.jp/
https://www.houetsu.com/
https://www.nijinohashi.net/


施設名 郵便番号 住所（都道府県から記載） 電話番号 ウェブサイトURL
初診の電話等を用いた
診療の実施の有無

再診の電話等を用いた
診療の実施の有無

対応診療科 担当医師名
対面診療が必要と判断した場合に連携する医療機関名
（複数ある場合は複数、住所も併せて記載）

事務連絡に基づく対応について基本情報

129 リバーサイドのぞみ病院 770-0853 徳島県徳島市中徳島町２丁目９７－１ 088-611-1701 http://www.nozomihp.com/ ○ ○ 内科 佐々木　雄毅

130 三好市国民健康保険西祖谷診療所 778-0101 徳島県三好市西祖谷山村一宇368番地9 0883-87-2360 ○ ○
内科
外科

整形外科

森本潤・木下大・原田貴
文・山本博貴・川島周・斉
藤雅彦・宮恵子・西村明
儒・杉本友則・大塚明廣・
西内健・野間喜彦・本藤秀
樹・林郁郎・東博之・鶴尾
吉宏・主田英之・藤本浩
史・小松まち子・曽根佳世
子

徳島県立三好病院（徳島県三好市池田町シマ815-2）

131 三好市国民健康保険大歩危診療所 779-5452 徳島県三好市山城町上名1584番地3-3 0883-84-1021 ○ ○
内科
外科

整形外科

木下　大
森本　潤

岩永　将輝
内藤　仁美

徳島県立三好病院（徳島県三好市池田町シマ815-2）

132 三好市国民健康保険東祖谷診療所 778-0204 徳島県三好市東祖谷京上14-3 0883-88-2300 ○ ○ 内科

森本　潤（毎週金曜日）
木下　大（毎週水曜日）
三宅孝典（隔週火曜日）
高丸利加子（隔週火曜日）

徳島県立三好病院（徳島県三好市池田町シマ815-2）

133 石岡整形外科 779-3225 徳島県名西郡石井町高川原字桜間２１５ 088-674-8800 http://ishioka-seikei-ishii.or.jp/ ○ ○ 整形外科
石岡　博文
森本　訓明

134 中村外科内科 770-0804 徳島県徳島市中吉野町４丁目５０－２ 088-631-8555 ○ 内科 中村　浩子
徳島県立中央病院（徳島市蔵本町）
徳島市民病院（徳島市北常三島町）

135 成田病院 779-3602 徳島県美馬郡脇町大字猪尻字西分１４８ 0883-52-1258 ○

内科
整形外科

外科
呼吸器科

呼吸器内科
皮膚科
小児科

放射線科
リハビリ

藤野　晴彦 成田診療所

136 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/
内科

整形外科
玉木　康民
松永　厚美

137
地方職員共済組合徳島県支部直営診
療所

770-8570 徳島県徳島市万代町１丁目１ 088-621-3202
https://www.pref.tokushima.lg.jp/ke
nseijoho/kenchoshanojoho/choshan
aishisetsu/5003827

○ 内科 真鍋　和代

138 大久保内科 771-1627 徳島県阿波市市場町大野島字野神８８－３ 0883-36-3020 ○ ○
内科
外科

大久保　卓

139
独立行政法人国立病院機構東徳島医
療ｾﾝﾀｰ

779-0193 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/ ○

内科
外科

小児科
整形外科
放射線科
泌尿器科

外来診療医師

140 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 ○ 内科 太田　晃 吉野川医療センター（吉野川市鴨島町）

http://www.nozomihp.com/
http://ishioka-seikei-ishii.or.jp/
https://www.matsunaga-hp.jp/
https://www.pref.tokushima.lg.jp/kenseijoho/kenchoshanojoho/choshanaishisetsu/5003827
https://www.pref.tokushima.lg.jp/kenseijoho/kenchoshanojoho/choshanaishisetsu/5003827
https://www.pref.tokushima.lg.jp/kenseijoho/kenchoshanojoho/choshanaishisetsu/5003827
https://higashitokushima.hosp.go.jp/


施設名 郵便番号 住所（都道府県から記載） 電話番号 ウェブサイトURL
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再診の電話等を用いた
診療の実施の有無
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対面診療が必要と判断した場合に連携する医療機関名
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事務連絡に基づく対応について基本情報

141 さんさん医院 779-4701 徳島県三好郡東みよし町加茂２５４６－４ 0883-82-5410 ○ ○
内科

小児科
川原　久須二 徳島県立三好病院（三好市池田町）

142 徳島赤十字病院 773-8502 徳島県小松島市小松島町字井利ノ口１０３ 0885-32-2555 http://www.tokushima-med.jrc.or.jp/ ○ 全診療科 各担当医

143 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 ○

総合内科
緩和ケア
胃腸科

内分泌糖尿病外
来

代謝内分泌
呼吸器科

血液総合内科
消化器科
呼吸器科
循環器科

代謝内分泌

近藤彰、田村克也、荒瀬友
子、齋藤圭治、吉本勝彦、
粟飯原賢一、軒原浩、大浦
雅博、田中宏典、福家麻
美、岸宏一、原倫世、宇髙
憲吾

144
徳島赤十字ひのみね総合療育セン
ター

773-0015 徳島県小松島市中田町字新開４－１ 0885-32-0903 ○

小児科
神経小児科
整形外科
精神科

中津忠則、里村茂子、小谷
浩子、内藤悦雄、津田芳
見、島川清司、洲﨑一郎、
椎野滋、橋本俊顕

145 馬原医院 779-1510 徳島県阿南市新野町信里６－１ 0884-36-3339 http://maharahospital.jp/ ○ ○ 内科
馬原　文彦
橋爪　史子

146 豊田内科 770-0861 徳島県徳島市住吉２丁目２－３５ 088-654-5217 ○ ○ 内科 豊田　健二 徳島市民病院（徳島市）

147 徳島大学病院 770-0042 徳島県徳島市蔵本町３丁目１８－１５ 088-631-3111 https://www.tokushima-hosp.jp/ ○ 精神神経科 大田　将史

148 成田診療所 779-3602 徳島県美馬市脇町大字猪尻字西ノ久保３７－２ 0883-55-0770 ○ 内科 藤野　正晴

149 芳川病院 771-0212 徳島県板野郡松茂町中喜来字群恵２７８－８ 088-699-5355 http://www.yujoukai.jp/ ○
外科
内科

芳川　博哉
芳川　靖弘
芳川　敬政

橋本医院（鳴門市）

150 善成病院 770-0023 徳島県徳島市佐古三番町７－３ 088-622-1212 ○ ○

胃腸科
外科
内科

リハビリ

善成　務
善成　雅彦

徳島県立中央病院（徳島市蔵本町）

151 富永医院 779-1101 徳島県阿南市羽ノ浦町中庄市４９－３ 0884-44-2123 ○ 内科 富永　俊彦

152 あなん戸田皮膚科医院 774-0044 徳島県阿南市上中町岡３５７－１ 0884-22-6556 ○ ○
皮膚科

形成外科

戸田　則之
神野　義行
森本　篤志

徳島赤十字病院（小松島市）

153 戸田皮膚科医院 770-0864 徳島県徳島市大和町１丁目６－３２ 088-657-6111 ○ ○
皮膚科

形成外科

森本　篤志
若嶋　千恵
戸田　則之
神野　義行

徳島大学病院（徳島市蔵本町）
徳島県立中央病院（徳島市蔵本町）
徳島市民病院（徳島市北常三島町）

154 関内科消化器科 770-0932 徳島県徳島市仲之町４丁目５ 088-652-8739 ○ ○
内科

消化器科
関　啓

徳島県立中央病院（徳島市蔵本町）
徳島市民病院（徳島市北常三島町）

http://www.tokushima-med.jrc.or.jp/
http://maharahospital.jp/
https://www.tokushima-hosp.jp/
http://www.yujoukai.jp/
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155 住友医院 770-8023 徳島県徳島市勝占町下河原３２－１ 088-669-0357 ○ ○
内科

小児科
泌尿器科

桜井　えつ
桜井　紀嗣

156 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/ ○ ○ 内科 清水　英治

157 伊月病院 770-0852 徳島県徳島市徳島町２丁目５４ 088-622-1117 ○
内科

神経内科
主治医 徳島県立中央病院（徳島市蔵本町）

158 桜木病院 779-3620 徳島県美馬市脇町木ノ内３７６３ 0883-52-2583 ○ ○
精神科

心療内科
内科

櫻木　章司
小林　良二
赤川　雅弘
木原　章一

159 仁木訪問診療クリニック 770-0856 徳島県徳島市中洲町１丁目６４－２ 088-611-2128 ○ ○ 内科 仁木　博文 徳島県立中央病院（徳島市蔵本町）

160 中谷医院 771-3311 徳島県名西郡神山町神領字西野間２３－１ 088-676-0013 ○
内科

整形外科
中谷　哲也

161 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２２４ 0883-68-2541 ○ 内科 藤原　真治

162 ライフクリニック 773-0021 徳島県小松島市赤石町１４－２７ 0885-37-1811 ○ ○ 内科 岩浅　祐二郞

163 江籐病院 773-0022 徳島県小松島市大林北浦21番地1 0885-37-1559
etouhp.com/

○ 内科

由宇　教浩
日下　至弘
田中　幸子
野田　佳子

164 山田こどもクリニック 770-0053 徳島県徳島市南島田町４丁目５４－１ 088-634-0013
yamadakodomo.com/

○ ○ 小児科 山田

165 原田医院 770-0808 徳島県徳島市南前川町４丁目４８ 088-652-3366 ○
内科

小児科
原田　和代

徳島県立中央病院（徳島市蔵本町）
徳島市民病院（徳島市北常三島町）
健生病院（徳島市）

166 庄野耳鼻咽喉科医院 773-0022 徳島県小松島市大林町高橋５５ 0885-37-3341
http://www7b.biglobe.ne.jp/~syonoe
nt/

○ ○ 耳鼻咽喉科 庄野　勉

167 石井虹の橋クリニック 779-3233 徳島県名西郡石井町石井字石井２３１－１ 088-674-2311 https://ishii-nijinohashi.net/ ○ ○ 内科
竹内
冨田

虹の橋病院（徳島市）

168 たかはし内科 779-3123 徳島県徳島市国府町観音寺２２７－１ 088-643-0122 http://takahashi-naika.jp/ ○
内科

小児科
高橋　安毅

たまき青空病院（徳島市国府町）
徳島県立中央病院（徳島市蔵本町）

169
大櫛耳鼻咽喉科はな・みみｻｰｼﾞｸﾘﾆｯ
ｸ

770-0832 徳島県徳島市寺島本町２丁目１９ 088-622-8787 http://ogushi-jibika.com/ ○ 耳鼻咽喉科
大櫛　弘篤
大櫛　哲史

徳島県立中央病院（徳島市蔵本町）
徳島市民病院（徳島市北常三島町）

170 富本小児科内科 771-1220 徳島県板野郡藍住町東中富字東傍示１－３ 088-692-7228 ○ ○
小児科
内科

富本　尚子

https://tokushimahp.jp/
http://www7b.biglobe.ne.jp/~syonoent/
http://www7b.biglobe.ne.jp/~syonoent/
https://ishii-nijinohashi.net/
http://takahashi-naika.jp/
http://ogushi-jibika.com/


施設名 郵便番号 住所（都道府県から記載） 電話番号 ウェブサイトURL
初診の電話等を用いた
診療の実施の有無

再診の電話等を用いた
診療の実施の有無

対応診療科 担当医師名
対面診療が必要と判断した場合に連携する医療機関名
（複数ある場合は複数、住所も併せて記載）

事務連絡に基づく対応について基本情報

171 岸医院 774-0030 徳島県阿南市富岡町トノ町５４－１ 0884-23-0272 ○ ○
内科

小児科
岸　彰
岸　潤

阿南医療センター（阿南市宝田町）

172 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/ ○ ○
循環器内科

内科
感染症科

矢野　勇人
藤本　卓

日浅　芳一
宮本　和明

173 津田ブレインクリニック 772-0001 徳島県鳴門市撫養町黒崎字八幡113-1 088-684-3171 http://tuda-brainclinic.com/ ○ 脳神経外科 津田　敏雄 徳島県鳴門病院（徳島県鳴門市撫養町黒崎字小谷32）

174 とくしま耳鼻咽喉科クリニック 771-1154 徳島県徳島市応神町東貞方字北野93-1 088-683-3987 http://tokushima-jibika.jp ○ ○
耳鼻咽喉科

アレルギー科
小児科

棚本　洋文 徳島県立中央病院（徳島県徳島市蔵本町1丁目10-3）

175 大谷の星クリニック木漏れ日 779-0303 徳島県鳴門市大麻町池谷字大石50-1 088-689-0910 ○ 内科 斉藤　恒雄

176 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番地7 0885-44-5010 ○ ○ 内科
幸田　朋也
樫原　茂
江川　創

国民健康保険勝浦病院（徳島県勝浦郡勝浦町棚野字竹国13-
2）

177 那賀町国民健康保険北川診療所 771-6512 徳島県那賀郡那賀町木頭北川字下モ伴71番地 0884-69-2201 ○ ○ 内科 平田　圭市郎
徳島県立海部病院(徳島県海部郡牟岐町大字中村字杉谷266)
徳島県立中央病院（徳島県徳島市蔵本町1丁目10-3）

178 メイプルクリニック高橋産婦人科 770-0868 徳島県徳島市福島２丁目２－８ 088-652-7077 ○ 産婦人科 高橋　史朗

179 阿南市夜間休日診療所 774-0045 徳島県阿南市宝田町荒井６番地1 0884-28-6200 ○ ○ 内科 阿南市医師会登録医 阿南医療センター（阿南市宝田町）

180 稲山外科内科 770-0824 徳島県徳島市南出来島町１丁目３０ 088-652-6211 http://inayama-cl.jp/ ○ 内科 稲山　正人

http://www.sekishinkan.or.jp/
http://tuda-brainclinic.com/
http://tokushima-jibika.jp/
http://inayama-cl.jp/

