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医 療 機 関 名 住  　所 電　話 医 療 機 関 名 住  　所 電　話

伊月病院 徳島町２丁目54 622-1117 虹の橋病院 中島田町３丁目60－1 633-0800

しんくら女性クリニック 新蔵町３丁目59 602-2088 山田こどもクリニック 南島田町４丁目54－1 634-0013

仁木訪問診療クリニック 中洲町１丁目64－2 611-2128 水沼循環器呼吸器内科 南庄町４丁目24－3 632-8496

梶産婦人科 寺島本町東２丁目22－2 622-1680 後藤小児科 鮎喰町２丁目114 632-5510

古川医院 寺島本町西１丁目33 622-2125 鎌田クリニック 名東町１丁目103－3 637-0788

齋藤醫院 八百屋町２丁目16 622-3110 リムズ徳島クリニック 名東町２丁目559－1 634-1122

住友医院 通町２丁目17 652-6514 宮内クリニック 名東町２丁目660-1 633-5535

三河循環器科内科 南内町１丁目41 652-7376 稲山病院 南田宮四丁目3－9 631-1515

稲山外科内科 南出来島町１丁目30 652-6211 南医院 北田宮二丁目2－17 631-4824

美馬とし子レディースクリニック 栄町２丁目15 653-1912 みどり内科クリニック 北矢三町三丁目3－27 634-1277

田中産婦人科 栄町４丁目18 622-9688 田山チャイルドクリニック 北矢三町三丁目3－41 633-2055

中瀬医院 富田橋１丁目11－2 623-3758 松田内科 南矢三町三丁目3-27 631-8212

かさまつ在宅クリニック 仲之町2丁目8－2 679-6393 春名産婦人科 南二軒屋町一丁目2－55 652-2538

宮岡医院 仲之町２丁目30 654-4919 富塚診療所 南二軒屋町三丁目2-1 623-0005

西條胃腸内科 伊月町１丁目25－1 652-0365 城南公園内科 城南町三丁目5－22 656-6661

徳島クリニック 昭和町１丁目16 622-7712 くどう内科クリニック 城南町四丁目1－5 652-1815

もりの医院 昭和町２丁目71 625-1488 川口内科循環器クリニック 山城町西浜傍示173－7 652-2555

幸地内科小児科 昭和町４丁目23－1 626-0333 吉村内科・小児科 沖浜２丁目１ 626-3002

藤岡小児クリニック 昭和町８丁目66 622-0012 山城クリニック 山城西１丁目182－3 625-1311

協栄内科 中昭和町２丁目6 652-2211 河野美香レディースクリニック 山城西３丁目26 625-2370

篠原内科 南昭和町６丁目59－1 622-2008 米田内科クリニック 八万町川南56－1 668-8511

井上内科・胃腸科 福島一丁目3－40 625-0181 ひろクリニック 八万町内浜15－6 667-1600

城東整形外科内科 福島一丁目6－58 654-5022 ふくや小児科内科 八万町下福万149-9 668-1633

メイプルクリニック高橋産婦人科 福島二丁目2－8 652-7077 文化の森内科 八万町大坪180 668-1377

高岡消化器内科 福島二丁目5－2 652-9528 徳島往診クリニック 八万町新貝56－28 668-7318

河野内科循環器科 安宅一丁目4－34 652-2445 博愛記念病院 勝占町惣田9 669-2166

たけひさ医院 安宅一丁目8－37 678-8751 住友医院 勝占町下河原32－1 669-0357

若槻クリニック 安宅二丁目7－38 652-0437 徳島内科消化器科クリニック 西須賀町東開34 669-6888

たおか内科病院 城東町二丁目7－61 625-2550 じぞうばし内科外科 西須賀町下中須13－2 669-2121

おかがわ内科・小児科 住吉一丁目10－19 656-0022 平尾レディースクリニック 西須賀町下中須85－7 669-6366

助任診療所 助任本町３丁目20 622-8070 坂東ハートクリニック 三軒屋町下分28-2 669-6255

原田医院 南前川町４丁目48 652-3366 角田医院 上八万町西山695 644-2122

北前川診療所 北前川町３丁目17－2 623-3801 清家医院 上八万町下中筋90－1 668-0026

真鍋医院 下助任町３丁目12 652-9686 佐々木クリニック 一宮町東丁205 636-5865

徳島健生病院 下助任町４丁目9 622-7771 佐藤医院 入田町笠木200－4 644-0422

多田医院 下助任町４丁目17－3 622-5225 岡部内科クリニック 川内町加賀須野437－3 665-6008

三好内科 中吉野町２丁目39 623-0207 島田内科 川内町平石若宮114-1 665-1100

イツモスマイルクリニック 佐古二番町5－11 679-1111 日下医院 川内町宮島浜104 665-0351

蕙愛レディースクリニック 佐古三番町4－6 653-1201 ほとり内科 川内町大松802－3 666-3830

ひうら小児科 佐古五番町10－7 626-2503 ひなたクリニック 応神町古川字戎子野81-4 678-5461

北佐古クリニック 北佐古二番町2－15 632-6811 中瀬病院 応神町古川字戎子野97－1 665-0819

吉田外科医院 南佐古四番町2－31 652-8685 応神クリニック 応神町吉成字西吉成91－4 641-4888

末広ひなたクリニック 末広二丁目1－111 624-8660 芦田内科 国府町府中802－1 642-1481

木下病院 南末広町4－70 622-7700 国府クリニック 国府町府中古池12－6 642-5920

えもとこどもクリニック 北沖洲三丁目1－24 664-8580 三木内科 国府町中105 642-1024

金沢クリニック 金沢二丁目2－55 664-6644 国府藤田産婦人科 国府町中171－4 642-1026

みなとクリニック 津田本町一丁目1-26 663-3710 文慶記念内科 国府町中495-1 642-8666

みなと医院 津田本町二丁目4－1 662-1050 たかはし内科 国府町観音寺227－1 643-0122

橋本内科 津田本町四丁目3－74－1 663-1177 たまき青空病院 国府町早淵字北カシヤ56－1 642-5050

こおりクリニック 新浜本町一丁目7－66 663-5565 冨岡医院 国府町日開973－1 642-8111

天満病院 蔵本町１丁目5-1 632-1520 領家内科眼科 国府町井戸字堂ノ裏54ー1 642-6070

みやもと内科クリニック 蔵本町3丁目26 634-3551 愛育小児科 国府町桜間字登々路8－1 643-1205

高橋小児科 中島田町2丁目60－4 631-8153 高杉内科外科小児科脳外科 国府町芝原字天満25ー1 642-7474

●　予約が必要な医療機関もありますので、必ず事前に電話で確認してください。

●　上記以外で徳島県内で受けられる医療機関もありますので、徳島市保健センター（☎　６５６－０５４０）までお問い合わせください。
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