
実施機関名 所在地 電話番号

田中医院 徳島県徳島市中島田町２丁目６－３ 088-631-7373

角田医院 徳島県徳島市上八万町西山６９５ 088-644-2122

井上内科胃腸科 徳島県徳島市福島１丁目３－４０ 088-625-0181

北前川診療所 徳島県徳島市北前川町３丁目１７－２ 088-623-3801

和田内科循環器科 徳島県徳島市富田橋５丁目３０－２ 088-654-7280

福永医院 徳島県徳島市南佐古三番町９－３ 088-652-7717

中山内科医院 徳島県徳島市佐古一番町８－７ 088-622-1500

浅井内科外科医院 徳島県徳島市佐古一番町３－８ 088-656-0889

文慶記念内科 徳島県徳島市国府町中４９５ 088-642-8666

湯浅医院 徳島県徳島市庄町５丁目５４ 088-633-6340

ふくや小児科内科 徳島県徳島市八万町下福万１４９－９ 088-668-1633

中瀬医院 徳島県徳島市富田橋１丁目１１－２ 088-623-3758

原田医院 徳島県徳島市南前川町４丁目４８ 088-652-3366

水沼循環器呼吸器内科 徳島県徳島市南庄町４丁目２４－３ 088-632-8496

さこう内科クリニック 徳島県徳島市北沖洲２丁目８－２５ 088-664-1717

芦田内科 徳島県徳島市国府町府中８０２－１ 088-642-1481

方上クリニック 徳島県徳島市方上町ハリウ８－３ 088-669-3603

真鍋医院 徳島県徳島市下助任町３丁目１２-１ 088-652-9686

徳島内科消化器科クリニック 徳島県徳島市西須賀町東開３４ 088-669-6888

みやもと内科クリニック 徳島県徳島市蔵本町３丁目２６ 088-634-3551

三木内科 徳島県徳島市国府町中１０５ 088-642-1024

若槻クリニック 徳島県徳島市安宅２丁目７－３８ 088-652-0437

藤野内科クリニック 徳島県徳島市新浜本町３丁目６－６ 088-663-5351

北川内科胃腸科 徳島県徳島市住吉４丁目５－１ 088-655-2005

高杉内科外科小児科脳外科 徳島県徳島市国府町芝原字天満２５－１ 088-642-7474

住友医院 徳島県徳島市通町２丁目１７ 088-652-6514

美馬内科クリニック 徳島県徳島市大原町千代ヶ丸１２７－１ 088-677-5171

こおりクリニック 徳島県徳島市新浜本町１丁目７－６６ 088-663-5565

みどり内科クリニック 徳島県徳島市北矢三町３丁目３－２７　グランドハイツ矢三１Ｆ 088-634-1277

はまだ整形外科リウマチクリニック 徳島県徳島市川内町大松８０２－１ 088-637-1065

ほとり内科 徳島県徳島市川内町大松８０２－３ 088-666-3830

髙木医療コア 徳島県徳島市昭和町７丁目３７ 088-625-8353

聖寿館内科・消化器クリニック 徳島県徳島市沖浜町明治開３３１－２４ 088-611-1126

多田医院 徳島県徳島市下助任町４丁目１７－３ 088-622-5225

津田内科 徳島県徳島市藍場町１丁目３２ 088-622-0670

宮岡医院 徳島県徳島市仲之町２丁目３０ 088-654-4919

イツモスマイルクリニック 徳島県徳島市佐古二番町５－１１ 088-679-1111

協栄内科 徳島県徳島市中昭和町２丁目６ 088-652-2211

地方職員共済組合徳島県支部直営診療所 徳島県徳島市万代町１丁目１ 088-621-3202

豊田内科 徳島県徳島市住吉２丁目２－３５ 088-654-5217

南医院 徳島県徳島市北田宮２丁目２－１７ 088-631-4824

じぞうばし内科外科 徳島県徳島市西須賀町下中須１３－２ 088-669-2121

助任診療所 徳島県徳島市助任本町３丁目２０ 088-622-8070

小倉診療所 徳島県徳島市蔵本町２丁目２７ 088-632-1151

吉村内科小児科 徳島県徳島市沖浜２丁目１ 088-626-3002

くどう内科クリニック 徳島県徳島市城南町４丁目１－５ 088-652-1815

川内内科 徳島県徳島市鮎喰町２丁目９５－１ 088-632-1505

福田整形外科病院 徳島県徳島市南内町１丁目３４ 088-622-4597
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鈴江病院 徳島県徳島市佐古八番町４－２２ 088-652-3121

むつみホスピタル 徳島県徳島市南矢三町３丁目１１－２３ 088-631-0181

日比野病院 徳島県徳島市寺島本町東２丁目１４ 088-654-5505

寺沢病院 徳島県徳島市津田西町１丁目２－３０ 088-662-5311

善成病院 徳島県徳島市佐古三番町７－３ 088-622-1212

水の都記念病院 徳島県徳島市北島田町１丁目４６－１１ 088-632-9299

城南病院 徳島県徳島市丈六町行正２７－１ 088-645-0157

徳島健生病院 徳島県徳島市下助任町４丁目９ 088-622-7771

協立病院 徳島県徳島市八万町橋本９２－１ 088-668-1070

木下病院 徳島県徳島市南末広町４－７０ 088-622-7700

中洲八木病院 徳島県徳島市中洲町１丁目３１ 088-625-3535

橋本病院 徳島県徳島市中常三島町３丁目２２－１ 088-626-1567

中瀬病院 徳島県徳島市応神町古川字戎子野９７－１ 088-665-0819

博愛記念病院 徳島県徳島市勝占町惣田９ 088-669-2166

稲山病院 徳島県徳島市南田宮４丁目３－９ 088-631-1515

愛日病院 徳島県徳島市佐古五番町４－３ 088-623-2622

眉山病院 徳島県徳島市西二軒屋町２丁目３９－２ 088-625-7665

幸地内科小児科 徳島県徳島市昭和町４丁目２３－１ 088-626-0333

関内科・消化器科 徳島県徳島市仲之町４丁目５ 088-652-8739

篠原内科 徳島県徳島市南昭和町６丁目５９－１ 088-622-2008

藤中内科医院 徳島県徳島市昭和町１丁目２１ 088-626-2266

木下ファミリークリニック 徳島県徳島市昭和町４丁目２２－８ 088-652-1045

橋本内科 徳島県徳島市津田本町４丁目３－７４－１ 088-663-1177

徳島県総合健診センター 徳島県徳島市蔵本町１丁目１０－３ 088-633-2266

伊月病院 徳島県徳島市徳島町２丁目５４ 088-622-1117

伊月健診クリニック 徳島県徳島市東船場町１丁目８ 088-653-2315

大櫛内科循環器科 徳島県徳島市寺島本町東３丁目１０ 088-652-9056

仁生内科 徳島県徳島市佐古四番町６－８ 088-625-3067

清家医院 徳島県徳島市上八万町下中筋９０－１ 088-668-0026

林内科 徳島県徳島市中昭和町２丁目９４ 088-626-0003

佐藤医院 徳島県徳島市入田町笠木２００－４ 088-644-0422

高岡消化器内科 徳島県徳島市福島２丁目５－２ 088-652-9528

沖の洲病院 徳島県徳島市城東町１丁目８－８ 088-622-7111

村田整形外科医院 徳島県徳島市鮎喰町２丁目９６－３ 088-632-8228

島田内科 徳島県徳島市川内町平石若宮１１４－１ 088-665-1100

新居内科 徳島県徳島市国府町南岩延８１０－１ 088-642-1212

城東整形外科内科 徳島県徳島市福島１丁目６－５８ 088-654-5022

新田整形外科　 徳島県徳島市八万町弐丈１０６－５４ 088-668-6821

三好内科 徳島県徳島市中吉野町２丁目３９ 088-623-0207

長岡整形外科 徳島県徳島市南前川町４丁目３ 088-653-5153

吉田外科医院 徳島県徳島市南佐古四番町２－３１ 088-652-8685

松村病院 徳島県徳島市川内町鶴島１６２ 088-665-3233

宇都宮皮膚泌尿器科 徳島県徳島市吉野本町１丁目１１ 088-653-8558

みなと医院 徳島県徳島市津田本町２丁目４－１ 088-662-1050

冨岡医院 徳島県徳島市国府町日開９７３－１ 088-642-8111

宏生内科 徳島県徳島市東吉野町１丁目３９－５ 088-655-3270

大塚外科内科 徳島県徳島市川内町平石住吉３１７－４ 088-665-7722

もりの医院 徳島県徳島市昭和町２丁目７１ 088-625-1488

保岡クリニック論田病院 徳島県徳島市論田町大江６－１ 088-663-3111

東洋病院 徳島県徳島市北島田町１丁目１６０－２ 088-632-7777

森岡病院 徳島県徳島市八万町大野５－１ 088-636-3737
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近藤内科病院 徳島県徳島市西新浜町１丁目６－２５ 088-663-0020

リバーサイドのぞみ病院 徳島県徳島市中徳島町２丁目９７－１ 088-611-1701

亀井病院 徳島県徳島市八万町寺山２３１ 088-668-1177

松永病院 徳島県徳島市南庄町４丁目６３－１ 088-632-3328

たおか内科病院 徳島県徳島市城東町２丁目７－６１ 088-625-2550

田岡病院 徳島県徳島市万代町４丁目２－２ 088-622-7788

たまき青空病院 徳島県徳島市国府町早淵字北カシヤ５６－１ 088-642-5050

天満病院 徳島県徳島市蔵本町１丁目５－１ 088-632-1520

虹の橋病院 徳島県徳島市中島田町３丁目６０－１ 088-633-0800

徳島平成病院 徳島県徳島市伊賀町３丁目１９－２ 088-623-8624

住友内科病院 徳島県徳島市安宅２丁目３－５ 088-622-1122

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

松村内科胃腸科 徳島県徳島市北佐古二番町５－１９ 088-631-3311

徳島クリニック 徳島県徳島市昭和町１丁目１６ 088-622-7712

領家内科眼科 徳島県徳島市国府町井戸字堂ノ裏５４－１ 088-642-6070

城南公園内科 徳島県徳島市城南町３丁目５－２２ 088-656-6661

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

稲山外科内科 徳島県徳島市南出来島町１丁目３０ 088-652-6211

徳島さくらクリニック 徳島県徳島市下町本丁５９－１ 088-644-2811

文化の森内科 徳島県徳島市八万町大坪１８０ 088-668-1377

河野内科循環器科 徳島県徳島市安宅１丁目４－３４ 088-652-2445

日下医院 徳島県徳島市川内町宮島浜１０４ 088-665-0351

応神クリニック 徳島県徳島市応神町吉成字西吉成９１－４ 088-641-4888

宮内クリニック 徳島県徳島市名東町２丁目６６０－１ 088-633-5535

住友医院 徳島県徳島市勝占町下河原３２－１ 088-669-0357

松田内科 徳島県徳島市南矢三町３丁目１－３５ 088-631-8212

金沢クリニック 徳島県徳島市金沢２丁目２－５５ 088-664-6644

横井内科クリニック 徳島県徳島市かちどき橋１丁目４０ 088-657-0188

鎌田クリニック 徳島県徳島市名東町１丁目１０３－３ 088-637-0788

たかはし内科 徳島県徳島市国府町観音寺２２７－１ 088-643-0122

おかがわ内科・小児科 徳島県徳島市住吉１丁目１０－１９ 088-656-0022

国府クリニック 徳島県徳島市国府町府中古池１２－６ 088-642-5920

岡部内科クリニック 徳島県徳島市川内町加賀須野４３７－３ 088-665-6008

鈴木医院 徳島県徳島市北常三島町１丁目１８ 088-622-1027

リムズ徳島クリニック 徳島県徳島市名東町２丁目５５９－１ 088-634-1122

橋口内科クリニック 徳島県徳島市富田橋１丁目３０ 088-624-1001

中村外科内科 徳島県徳島市中吉野町４丁目５０－２ 088-631-8555

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

佐々木クリニック 徳島県徳島市一宮町東丁２０５ 088-636-5865

坂東ハートクリニック 徳島県徳島市三軒屋町下分２８－２ 088-669-6255

中井医院 徳島県徳島市南二軒屋町１丁目２－８ 088-652-6655

片岡内科消化器クリニック 徳島県徳島市佐古五番町１１－１７ 088-611-1251

北佐古クリニック 徳島県徳島市北佐古二番町２－１５ 088-632-6811

津田クリニック 徳島県徳島市津田本町４丁目２－８７ 088-612-8668

橘整形外科 徳島県徳島市寺島本町西２丁目３７－１ 088-623-2462

川口内科循環器クリニック 徳島県徳島市山城町西浜傍示１７３－７ 088-652-2555

正木整形・リハビリクリニック 徳島県徳島市八万町大野１１５－３ 088-636-3111

ひろクリニック 徳島県徳島市八万町内浜１５－６ 088-667-1600

佐古あいじつクリニック 徳島県徳島市佐古四番町６－１１ 088-624-9935

三河循環器科内科 徳島県徳島市南内町１丁目４１ 088-652-7376

西新町二丁目クリニック 徳島県徳島市西新町２丁目７－３ 088-625-2333
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むくの木クリニック 徳島県徳島市国府町東高輪３５３－１ 088-624-7575

おおしま内科皮フ科クリニック 徳島県徳島市佐古二番町５-２０ 088-622-1230

八木クリニック 徳島県徳島市大松町榎原外５０－１ 088-636-3530

ひなたクリニック 徳島県徳島市応神町古川字戎子野８１－４ 088-678-5461

おかむら内科クリニック 徳島県徳島市庄町１丁目２７－１ 088-678-7505

斎藤内科循環器科 徳島県徳島市城南町１丁目８－１０ 088-656-2511

たけひさ医院 徳島県徳島市安宅１丁目８－３７ 088-678-8751

末広ひなたクリニック 徳島県徳島市末広２丁目１－１１１ 088-624-8660

武村クリニック 徳島県徳島市金沢１丁目８４－５ 088-624-8800

おきクリニック 徳島県徳島市昭和町７丁目２９－１ 088-677-3345

みなとクリニック 徳島県徳島市津田本町１丁目１－２６ 088-663-3710

髙橋クリニック泌尿器科・耳鼻咽喉科 徳島県徳島市山城町西浜傍示１６２－１ 088-602-7722

まつか整形リハビリクリニック 徳島県徳島市吉野本町６丁目１６－３ 088-678-8257

こかわ医院 徳島県徳島市寺島本町西１丁目１５ 088-622-2125

いもと内科クリニック 徳島県徳島市八万町犬山２３２－１ 088-678-2338

名東クリニック 徳島県徳島市名東町１丁目９１ 088-624-7236

新浜医院 徳島県徳島市新浜本町２丁目３－８ 088-662-5577

きのした内科呼吸器クリニック 徳島県徳島市問屋町３２ 088-678-8222

林病院 徳島県徳島市大原町千代ケ丸山３０－２０ 088-663-1188

リハビリテーション大神子病院付属大原クリニック 徳島県徳島市大原町余慶１－１ 088-676-2221

齋藤醫院 徳島県徳島市八百屋町２丁目１６ 088-622-3110

やましろクリニック 徳島県徳島市山城西４丁目４７ 088-625-1311

加茂健やかクリニック 徳島県徳島市北田宮４丁目６－６２ 088-632-0358

徳島検診クリニック 徳島県徳島市南田宮４丁目８－５６ 088-632-9111

おかだレディースクリニック 徳島県徳島市佐古一番町１４－１８ 088-678-6698

川島病院 徳島県徳島市北佐古一番町６－１ 088-631-0110

リハビリテーション大神子病院 徳島県徳島市大原町余慶1－１ 088-662-1014

兼松病院 徳島県鳴門市撫養町斎田字大堤５４ 088-685-4537

鳴門山上病院 徳島県鳴門市鳴門町土佐泊浦字高砂２０５－２９ 088-687-1234

岩朝病院 徳島県鳴門市撫養町立岩字元地２８０ 088-685-8855

徳島県鳴門病院 徳島県鳴門市撫養町黒崎字小谷３２ 088-683-0123

小川病院 徳島県鳴門市撫養町斎田字北浜９９ 088-686-2322

高麗耳鼻咽喉科医院 徳島県鳴門市撫養町斎田字北浜２０５ 088-685-1180

元木医院 徳島県鳴門市撫養町南浜字東浜５９２ 088-685-8282

原田内科 徳島県鳴門市大津町矢倉字六ノ越５－９ 088-685-3351

佐藤整形外科医院 徳島県鳴門市撫養町南浜字東浜２６５ 088-685-6555

原田医院 徳島県鳴門市大麻町大谷字中通３０ 088-689-2108

勝良医院 徳島県鳴門市撫養町斎田字西発７７－１０ 088-686-1216

福田医院 徳島県鳴門市撫養町立岩七枚１１０ 088-686-2561

中西医院 徳島県鳴門市大麻町板東字東山田６９－１ 088-689-1508

高田内科医院 徳島県鳴門市撫養町黒崎字松島９６－１０ 088-684-0031

森本内科循環器科 徳島県鳴門市大津町木津野字仲ノ越８５－１１ 088-686-8181

斎藤医院 徳島県鳴門市大麻町牛屋島字大浜５４ 088-689-0151

岡﨑内科循環器科 徳島県鳴門市鳴門町高島字中島１－１ 088-687-2720

だいとうレディースクリニック 徳島県鳴門市撫養町大桑島字北浜７１ 088-683-1588

たきファミリークリニック 徳島県鳴門市撫養町黒崎字松島４５－６３ 088-683-1235

斎藤整形外科 徳島県鳴門市撫養町小桑島字前浜２１７ 088-685-5811

西條内科 徳島県鳴門市撫養町南浜字東浜４２４ 088-686-1235

レディースクリニック兼松産婦人科 徳島県鳴門市撫養町南浜字東浜６０１ 088-685-1103

うがい医院 徳島県鳴門市撫養町斎田字大堤２２６ 088-686-2307

吉田整形外科 徳島県鳴門市大津町木津野字前の越４－１ 088-684-1550

徳島県4



実施機関名 所在地 電話番号

橋本医院 徳島県鳴門市大津町吉永字四番越４７１－６ 088-685-5211

谷医院 徳島県鳴門市撫養町斎田字大堤１２９ 088-686-3569

板東診療所 徳島県鳴門市大麻町板東字東山田８－２ 088-689-1252

かわの内科アレルギー科 徳島県鳴門市撫養町立岩字六枚６７－８ 088-683-1355

かしはら診療所 徳島県鳴門市大麻町萩原字東山田６４－１ 088-676-2655

小松島金磯病院 徳島県小松島市金磯町１０－１９ 0885-33-1211

徳島ロイヤル病院 徳島県小松島市中田町字新開４８ 0885-32-8833

小松島病院 徳島県小松島市田浦町字近里８３－１１ 0885-33-2288

碩心館病院 徳島県小松島市江田町字大江田４４－１ 0885-32-3555

藤野医院 徳島県小松島市坂野町字平田１８－２ 0885-38-1636

谷医院 徳島県小松島市立江町字江ノ上１－１ 0885-37-1003

マスカット内科循環器科クリニック 徳島県小松島市横須町１１－５３ 0885-33-1100

荒河内科 徳島県小松島市立江町字宮ノ前４０－４ 0885-37-1122

ふじの小児科クリニック 徳島県小松島市坂野町字平田１８－４ 0885-37-0250

木村内科 徳島県小松島市松島町１－７ 0885-32-2001

辻泌尿器科内科クリニック 徳島県小松島市横須町１２－４８ 0885-35-0244

ライフクリニック 徳島県小松島市赤石町１４－２７ 0885-37-1811

南徳島クリニック 徳島県小松島市中田町字狭間４７ 0885-32-8770

赤岩医院 徳島県小松島市立江町字宮前２２－１ 0885-37-1013

桂医院 徳島県小松島市松島町７－１ 0885-32-0151

山本外科医院 徳島県小松島市日開野町字高須１１９ 0885-32-1390

住吉レディースクリニック　 徳島県小松島市南小松島町８－３ 0885-32-0836

江藤病院 徳島県小松島市大林町字北浦２１－１ 0885-37-1559

髙木整形外科医院 徳島県小松島市松島町８－２３ 0885-33-1133

原田病院 徳島県阿南市富岡町あ石１４－１ 0884-22-0990

玉真病院 徳島県阿南市宝田町荒井２０ 0884-23-0551

羽ノ浦整形外科内科病院 徳島県阿南市羽ノ浦町宮倉芝生４０－１１ 0884-44-6111

宮本病院 徳島県阿南市羽ノ浦町古庄古野神４－１４ 0884-44-4343

阿南市国民健康保険　加茂谷診療所 徳島県阿南市加茂町野上３０ 0884-25-0200

原田医院 徳島県阿南市桑野町岡元５－１ 0884-26-0101

馬原医院 徳島県阿南市新野町信里６－１ 0884-36-3339

土肥医院 徳島県阿南市見能林町東石仏２ 0884-22-0503

岸医院 徳島県阿南市富岡町トノ町５４－１ 0884-23-0272

板東医院 徳島県阿南市内原町筒崎１－２ 0884-26-0211

阿南市国民健康保険　伊島診療所 徳島県阿南市伊島町瀬戸３９ 0884-33-0304

三谷内科 徳島県阿南市富岡町東仲町３１３－２ 0884-23-0222

富士医院 徳島県阿南市新野町西馬場３－３ 0884-36-2024

きくち医院 徳島県阿南市新野町南宮ノ久保６７－４ 0884-36-3512

瀧内科外科医院 徳島県阿南市才見町屋那婆２４－１ 0884-24-9133

木下産婦人科内科医院 徳島県阿南市学原町上水田１１－７ 0884-23-3600

じぞうばし内科外科福井診療所 徳島県阿南市福井町大西１８０－６ 0884-34-3133

森本内科胃腸科 徳島県阿南市富岡町あ石１６－１ 0884-23-1002

林整形外科 徳島県阿南市見能林町堤ノ内６－１ 0884-23-6060

廣瀬医院 徳島県阿南市上中町岡２９３－１ 0884-22-1031

是松医院 徳島県阿南市津乃峰町東分１１２－１ 0884-27-0316

健生阿南診療所 徳島県阿南市津乃峰町新浜１２ 0884-27-2848

島内科眼科医院 徳島県阿南市富岡町東新町９９ 0884-22-1147

岩城クリニック 徳島県阿南市学原町上水田１１－１ 0884-23-5858

かじかわ整形外科 徳島県阿南市日開野町筒路１９－１４ 0884-24-5750

井原医院 徳島県阿南市見能林町中かうや９－１ 0884-21-0021

益崎胃腸科内科医院 徳島県阿南市那賀川町赤池１７８－２ 0884-42-0022
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富永医院 徳島県阿南市羽ノ浦町中庄市４９－３ 0884-44-2123

高橋内科クリニック 徳島県阿南市羽ノ浦町宮倉前田３－７ 0884-44-6222

村上内科外科医院 徳島県阿南市那賀川町中島４８２ 0884-42-3110

生野外科胃腸科 徳島県阿南市羽ノ浦町中庄上ナカレ１５－１ 0884-44-5511

むらかみ内科循環器クリニック 徳島県阿南市羽ノ浦町宮倉太田３５－２ 0884-44-1010

松﨑内科医院 徳島県阿南市中大野町北傍示４８３－１ 0884-23-5778

井坂クリニック 徳島県阿南市津乃峰町長浜３７６－１ 0884-27-0047

和田胃腸科内科医院 徳島県阿南市西路見町元村７－７ 0884-23-1241

阿南天満クリニック 徳島県阿南市上中町南島３２５－１ 0884-22-2299

阿南川島クリニック 徳島県阿南市羽ノ浦町岩脇神代地８０－１ 0884-44-6556

阿南医療センター 徳島県阿南市宝田町川原６－１ 0884-28-7777

阿南市国民健康保険　椿診療所 徳島県阿南市椿町地蔵ヶ谷７－２ 0884-33-1880

阿南いしばし医院 徳島県阿南市西路見町元村２８－１ 0884-22-1484

折野病院 徳島県美馬市美馬町字ナロヲ２５ 0883-63-2569

桜木病院 徳島県美馬市脇町木ノ内３７６３ 0883-52-2583

岡内科病院 徳島県美馬市脇町字拝原１４９６－５ 0883-52-0988

ホウエツ病院 徳島県美馬市脇町大字猪尻字八幡神社下南１３０－３ 0883-52-1095

成田病院 徳島県美馬市脇町字拝原２５７６ 0883-52-1258

美馬リハビリテーション病院 徳島県美馬市美馬町字沼田７５ 0883-63-2026

国見医院 徳島県美馬市穴吹町穴吹字九反地１－１ 0883-52-1243

木下医院 徳島県美馬市美馬町字喜来市２－１ 0883-63-3171

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

佐藤内科 徳島県美馬市脇町字拝原１４１５－２ 0883-52-1045

サンクリニック 徳島県美馬市美馬町字南荒川７１ 0883-63-2277

木下内科循環器科 徳島県美馬市美馬町字鍵掛４５－１ 0883-63-2245

佐々木医院 徳島県美馬市美馬町字宗重１１４－１ 0883-63-2001

成田診療所 徳島県美馬市脇町大字猪尻字西ノ久保３７－２ 0883-55-0770

美馬市国民健康保険　木屋平診療所 徳島県美馬市木屋平字川井２２４ 0883-68-2541

多田クリニック 徳島県美馬市脇町野村４６３６－１ 0883-53-1717

脇町中央医院 徳島県美馬市脇町大字脇町３１６－２ 0883-52-1529

吉川医院 徳島県美馬市脇町字拝原１５５８ 0883-52-1122

秋田病院 徳島県三好市池田町州津堂面２１５ 0883-72-0743

北條病院 徳島県三好市池田町マチ２５２６－７ 0883-72-0007

三野田中病院 徳島県三好市三野町芝生１２４２－６ 0883-77-2300

三好市国民健康保険　市立三野病院 徳島県三好市三野町芝生１２７０－３０ 0883-77-2323

健生西部診療所 徳島県三好市井川町吉岡１２７－２ 0883-78-2292

内田医院 徳島県三好市池田町中西ナガウチ２５４－３ 0883-74-0121

村山内科 徳島県三好市池田町サラダ１７９５－１ 0883-72-2110

大和外科医院 徳島県三好市池田町マチ２５２４－２ 0883-72-0828

安宅循環器内科 徳島県三好市池田町サラダ１６５１－２ 0883-72-6300

田岡医院 徳島県三好市池田町シマ９３４－６ 0883-72-5551

岸野医院 徳島県三好市三野町芝生１３６－１ 0883-77-2001

宮佐医院 徳島県三好市池田町マチ２４７８－１ 0883-72-0149

三好市国民健康保険　西祖谷山村診療所 徳島県三好市西祖谷山村一宇３６８－９ 0883-87-2360

三好市国民健康保険　大歩危診療所 徳島県三好市山城町上名１５８４－３－３ 0883-84-1021

三木医院 徳島県三好市三野町芝生１０２７ 0883-77-3900

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

山城診療所 徳島県三好市山城町下川５４５－５ 0883-86-3230

郷外科・内科 徳島県三好市池田町川崎宮ノ前１２３－１ 0883-74-5779

浜クリニック 徳島県三好市池田町マチ２４４３－１ 0883-72-0667

国民健康保険　勝浦病院 徳島県勝浦郡勝浦町大字棚野字鴻畑１３－２ 0885-42-2555

徳島県6



実施機関名 所在地 電話番号

国民健康保険　上勝町診療所 徳島県勝浦郡上勝町大字正木字西浦１１１－７ 0885-44-5010

久次米医院 徳島県名東郡佐那河内村上字中辺８０－１ 088-679-2020

手束病院 徳島県名西郡石井町石井字石井４３４－１ 088-674-0024

上田医院 徳島県名西郡石井町高原字東高原１８１－２ 088-675-1130

田中医院 徳島県名西郡石井町浦庄字下浦６８９－１ 088-674-6181

神山医院 徳島県名西郡神山町下分字今井１６３ 088-677-0066

佐々木外科内科 徳島県名西郡神山町神領字東野間１１２－２ 088-676-0006

伊勢内科小児科 徳島県名西郡石井町石井字石井７２６－７ 088-675-0535

遠藤整形外科 徳島県名西郡石井町石井字石井１２６３－１ 088-674-0066

尾崎医院 徳島県名西郡石井町高川原字加茂野３１８－８ 088-674-8855

中谷医院 徳島県名西郡神山町神領字西野間２３－１ 088-676-0013

川原内科外科 徳島県名西郡石井町高川原字天神７１２－１ 088-675-0015

須見医院 徳島県名西郡石井町藍畑字高畑１３１１ 088-674-0178

多田内科クリニック 徳島県名西郡石井町藍畑字東覚円５１０ 088-674-0250

阿部内科胃腸科 徳島県名西郡石井町高川原南島３７１ 088-674-1201

惠美クリニック 徳島県名西郡石井町石井字白鳥２２１－６ 088-675-0855

川村医院 徳島県名西郡石井町浦庄字上浦１５４－４ 088-674-0120

健生石井クリニック 徳島県名西郡石井町高川原字高川原２１５５ 088-675-1033

石岡整形外科 徳島県名西郡石井町高川原字桜間２１５ 088-674-8800

石井虹の橋クリニック 徳島県名西郡石井町石井字石井２３１－１ 088-674-2311

那賀町立上那賀病院 徳島県那賀郡那賀町小浜１３７－１ 0884-66-0211

わだ内科 徳島県那賀郡那賀町和食郷字南川８７－１ 0884-62-3311

山本医院 徳島県那賀郡那賀町延野字大原２０６－１４ 0884-62-3577

那賀町国民健康保険　木頭診療所 徳島県那賀郡那賀町木頭和無田字イワツシ１ 0884-68-2102

那賀町国民健康保険　日野谷診療所 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 徳島県那賀郡那賀町木頭字広瀬５－２ 0884-65-2409

冨田病院 徳島県海部郡美波町西河内字月輪１２９－４ 0884-77-0368

海陽町国民健康保険　海南病院 徳島県海部郡海陽町四方原字広谷１６－１ 0884-73-1355

美波町国民健康保険　美波病院 徳島県海部郡美波町田井１０５－１ 0884-78-1373

小柴医院牟岐駅前クリニック 徳島県海部郡牟岐町中村字本村９５－１ 0884-72-3311

寿満内科クリニック 徳島県海部郡海陽町四方原字町西１６－１ 0884-73-3741

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

美海クリニック 徳島県海部郡牟岐町大字川長字山戸４８－３ 0884-72-3939

美波町国民健康保険 阿部診療所 徳島県海部郡美波町阿部３０６－１ 0884-78-0203

海陽町宍喰診療所 徳島県海部郡海陽町宍喰浦字松原１４２－１ 0884-76-2028

大里医院 徳島県海部郡海陽町大里字松原３４－４７ 0884-73-3102

イワキ医院 徳島県海部郡美波町日和佐浦６４－２ 0884-77-0005

美波町国民健康保険　日和佐診療所 徳島県海部郡美波町奥河内字井ノ上１３－２ 0884-77-1212

浦田病院 徳島県板野郡松茂町広島字南ハリ１３ 088-699-2921

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

稲次病院 徳島県板野郡藍住町笠木字西野５０－１ 088-692-5757

浜病院 徳島県板野郡藍住町矢上字北分９５ 088-692-2317

井上病院 徳島県板野郡板野町犬伏字鶴畑３９－１ 088-672-1185

芳川病院 徳島県板野郡松茂町中喜来字群恵２７８－８ 088-699-5355

きたじま田岡病院 徳島県板野郡北島町鯛浜字川久保３０－１ 088-698-1234

片山医院 徳島県板野郡北島町高房字勝瑞境１０－２ 088-698-2625

クリニック釈羅 徳島県板野郡松茂町広島字鍬の先２２ 088-699-5229

西條内科耳鼻科 徳島県板野郡藍住町東中富字朏傍示２２－７ 088-692-8711

清水内科 徳島県板野郡藍住町奥野字和田７１－１３ 088-692-8900

豊岡医院 徳島県板野郡板野町大寺字亀山西１８８－１ 088-672-0052

野田医院 徳島県板野郡上板町鍛冶屋原西北原１８ 088-694-2009
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有住内科クリニック 徳島県板野郡北島町北村字壱町四反地６９－１ 088-698-8655

安芸内科 徳島県板野郡藍住町奥野字和田１１７－６ 088-692-6111

友成医院 徳島県板野郡上板町七條字山神２２－１ 088-694-5515

平野内科 徳島県板野郡北島町鯛浜字川久保１９７－１ 088-698-8060

井内内科 徳島県板野郡上板町椎本字椎ノ宮２３１－１ 088-694-5353

奥村医院 徳島県板野郡藍住町徳命前須西１６６－１ 088-692-2403

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

井上医院 徳島県板野郡松茂町広島字南ノ川４９－１２ 088-699-8070

松茂内科 徳島県板野郡松茂町中喜来字前原東４番越７－１ 088-699-7730

大久保内科 徳島県板野郡藍住町笠木字中野１７９－５ 088-692-1220

みやざき内科診療所 徳島県板野郡板野町羅漢字前田５６－３ 088-672-6618

増田クリニック 徳島県板野郡藍住町矢上字原１７４－１ 088-693-3020

こまつばら整形外科 徳島県板野郡北島町中村字城屋敷１９－１１ 088-698-5108

越智内科胃腸科 徳島県板野郡北島町鯛浜字原５１－１ 088-698-3111

香川内科 徳島県板野郡藍住町住吉字神蔵１５８－１ 088-692-9770

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

新居内科 徳島県板野郡北島町高房字八丁野東８－１ 088-698-8808

山田外科内科 徳島県板野郡北島町新喜来字南古田９３－３ 088-698-5500

矢野医院 徳島県板野郡藍住町矢上字西１６０－１０２ 088-692-4411

春藤内科胃腸科 徳島県板野郡松茂町広島字南ノ川３２－１ 088-699-3777

堀口整形外科 徳島県板野郡北島町江尻字松ノ本１０－２ 088-698-5111

福島内科 徳島県板野郡板野町西中富字喜多居地８１－１ 088-672-4970

こやま小児科内科クリニック 徳島県板野郡藍住町矢上字原１９３－１ 088-637-3211

ファミリークリニックしんの 徳島県板野郡板野町下庄字古杉１０６－２ 088-672-5148

いのもと眼科内科 徳島県板野郡北島町鯛浜字かや１２２－１ 088-698-8887

井関クリニック 徳島県板野郡上板町椎本字椎ノ宮３１４－１ 088-637-6066

新野医院 徳島県板野郡板野町下庄字栖養２２－１ 088-672-0571

内科クリニックオクムラ 徳島県板野郡藍住町奥野字長江口７０－７ 088-692-4771

森本医院 徳島県板野郡藍住町勝瑞字成長６２ 088-641-4141

近藤内科医院 徳島県板野郡板野町那東字楠木２－１ 088-672-5630

こうのＩＮＲクリニック 徳島県板野郡藍住町東中富字龍池傍示５４－３ 088-693-1103

藍住たまき青空クリニック 徳島県板野郡藍住町住吉字千鳥ヶ浜１１０－５ 088-678-7727

三愛内科 徳島県板野郡板野町吹田字町南２７－２ 088-672-0176

たかた整形外科・せぼねクリニック 徳島県板野郡北島町中村字東堤ノ内３０－１ 088-698-8689

阿波病院 徳島県阿波市市場町市場字岸ノ下１９０－１ 0883-36-5151

笠井病院 徳島県阿波市阿波町元町１４ 0883-35-2720

大野病院 徳島県阿波市土成町土成字南原２３１ 088-695-2112

近藤医院 徳島県阿波市市場町市場字町筋２６８ 0883-36-2011

西川内科クリニック 徳島県阿波市阿波町南柴生７８－１ 0883-35-8080

村上医院 徳島県阿波市阿波町大原７７－５ 0883-35-6410

森下医院 徳島県阿波市阿波町北整理３９－１ 0883-35-5656

重清内科外科 徳島県阿波市阿波町南整理２４６－１ 0883-35-6160

林内科医院 徳島県阿波市阿波町谷島１５８ 0883-35-6226

太田診療所 徳島県阿波市市場町上喜来字二俣前３８１－１ 0883-36-2076

中山医院 徳島県阿波市吉野町柿原字ノタ原４２ 088-696-4662

大久保医院 徳島県阿波市吉野町西条字町口２５４ 088-696-2037

金塚内科 徳島県阿波市土成町吉田字城根木３６ 088-695-5858

乾内科外科 徳島県阿波市土成町水田字久保田１６－１ 088-695-5006

御所診療所 徳島県阿波市土成町吉田字原田市の四３１ 088-637-8033

おおつか内科 徳島県阿波市阿波町善地７－１３ 0883-35-6070

らいちクリニック 徳島県阿波市阿波町大道北１７７－１ 0883-36-1608
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美摩病院 徳島県吉野川市鴨島町上下島４９７ 0883-24-2957

鴨島病院 徳島県吉野川市鴨島町内原４３２ 0883-24-6565

谷医院 徳島県吉野川市山川町建石１５８ 0883-42-2353

鈴木内科 徳島県吉野川市鴨島町敷地１４－１ 0883-24-5880

阿部整形外科 徳島県吉野川市鴨島町上下島１０５ 0883-24-4880

木村内科胃腸科 徳島県吉野川市鴨島町西麻植字絵馬堂６１ 0883-24-6413

工藤内科医院 徳島県吉野川市山川町川田１０６７ 0883-42-3113

鈴木内科 徳島県吉野川市鴨島町喜来３７４ 0883-24-3413

杉山医院 徳島県吉野川市川島町川島４０５－１１ 0883-25-2802

古本内科クリニック 徳島県吉野川市鴨島町鴨島４０６－５ 0883-24-7377

糸田川クリニック 徳島県吉野川市鴨島町鴨島５２６ 0883-24-7555

リバーサイドクリニック岡田 徳島県吉野川市鴨島町知恵島１７７４－１ 0883-24-8884

石原小児科 徳島県吉野川市鴨島町鴨島３５３ 0883-24-2388

松永医院 徳島県吉野川市山川町宮北３８ 0883-42-2110

井内内科 徳島県吉野川市鴨島町上下島７９－１ 0883-24-3070

矢田医院 徳島県吉野川市川島町三ツ島字長塚３４６－２ 0883-25-2006

渡辺医院　 徳島県吉野川市鴨島町麻植塚３８６－５ 0883-24-7177

中西内科クリニック 徳島県吉野川市山川町川東８８－１ 0883-42-6755

石原内科循環器科 徳島県吉野川市鴨島町飯尾１８７ 0883-24-2536

さくら診療所 徳島県吉野川市山川町前川２１２－６ 0883-42-5520

森住内科医院 徳島県吉野川市鴨島町内原４８－１ 0883-22-3010

麻名内科外科クリニック 徳島県吉野川市鴨島町上浦字市久保７７－４ 0883-26-0020

四宮医院 徳島県吉野川市川島町桑村２５５５－１ 0883-25-2016

梶本胃腸科内科 徳島県吉野川市鴨島町鴨島５０６ 0883-24-2413

かなめ小児科内科クリニック 徳島県吉野川市鴨島町牛島字四ツ家前３２７１－９ 0883-26-0310

富本医院 徳島県吉野川市山川町堤外５－１７ 0883-42-3123

鴨島川島クリニック 徳島県吉野川市鴨島町飯尾字福井３９６－３ 0883-24-8551

三木クリニック 徳島県吉野川市山川町祇園４１－５ 0883-42-6618

あおぞら内科 徳島県吉野川市鴨島町知恵島字北須賀東７２０－７ 0883-22-1311

田村医院 徳島県美馬郡つるぎ町貞光字宮下１２－４ 0883-62-5166

武原外科整形外科医院 徳島県美馬郡つるぎ町半田字松生２９９－１ 0883-64-2111

つるぎ町立半田病院 徳島県美馬郡つるぎ町半田字中藪２３４－１ 0883-68-8145

永尾病院 徳島県美馬郡つるぎ町貞光字大須賀６６－２ 0883-62-2012

藤内整形外科病院 徳島県三好郡東みよし町中庄１０１１－３ 0883-82-3677

三加茂田中病院 徳島県三好郡東みよし町加茂１８８３－４ 0883-82-3700

山下医院 徳島県三好郡東みよし町昼間３６５６ 0883-79-2005

内田医院 徳島県三好郡東みよし町加茂１８０３－９ 0883-82-2035

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

松浦医院 徳島県三好郡東みよし町中庄２８ 0883-82-2309

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

徳島病院 徳島県吉野川市鴨島町敷地１３５４ 0883-24-2161

徳島県農村健康管理センター 徳島県阿波市阿波町平川原北５９－１ 0883-36-6611
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