徳島県認知症サポート医名簿
令和元年７月３１日現在
氏名

郵便番号

電話（勤務先）

植村 桂次 城西ビオスクリニック

770-0021 徳島市佐古一番町５－２

088-611-1160

坂本 哲郎 ゆうあいホスピタル

779-4703 三好郡東みよし町中庄７２８－１

0883-82-1100

山上 敦子 鳴門山上病院

772-8515 鳴門市鳴門町土佐泊浦字高砂２０５－２９

088-687-1234

七條 文雄 鈴江病院

770-0028 徳島市佐古八番町４－２２

088-652-3121

岡部 達彦 岡部内科クリニック

771-0130 徳島市川内町加賀須野４３７－３

088-665-6008

木下 成三 木下病院

770-0865 徳島市南末広町４－７０

088-622-7700

長田 淳一 川島病院

770-0011 徳島市北佐古一番町１－３９

088-631-0110

櫻木 章司 桜木病院

779-3620 美馬市脇町木ノ内３７６３

0883-52-2583

木下 雅俊 木下医院

771-2106 美馬市美馬町字喜来市２－１

0883-63-3171

高橋 浩子 ひろこ漢方内科クリニック

779-3123 徳島市国府町観音寺２２４番地の１

088-624-8167

武久 洋三 博愛記念病院

770-8023 徳島市勝占町惣田９

088-669-2166

中谷 哲也 中谷医院

771-3311 名西郡神山町神領字西野間２３－１

088-676-0013

今井 幸三 今井メンタルクリニック

772-0001 鳴門市撫養町黒崎字八幡１１３－１

088-683-1552

宮内 吉男 宮内クリニック

770-0047 徳島市名東町２丁目６６０番地１

088-633-5535

谷口 博美 美馬リハビリテーション病院

771-2103 美馬市美馬町字沼田７５

0883-63-2026

本田 壮一 美波町国民健康保険 美波病院

779-2109 海部郡美波町田井105番地1

0884-78-1373

藤野 和也 藤野医院

773-0023 小松島市坂野町字平田１８番地２

0885-38-1636

苅舎 健治 TAOKAこころの医療センター

770-0862 徳島市城東町２丁目７－９

088-622-5556

776-8585 吉野川市鴨島町敷地１３５４

0883-24-2161

芳川 靖弘 芳川病院

771-0212 板野郡松茂町中喜来字群恵２７８－８

088-699-5355

兼田 康宏 岩城クリニック

774-0014 阿南市学原町上水田１１－１

0884-23-5600

花野 素典 鳴門メンタルクリニック ココロカル

772-0003 鳴門市撫養町南浜字東浜558番地

088-624-7700

大塚 明廣 賛広診療所

771-1706 阿波市阿波町南西谷７

0883-35-2107

村山 善紀 村山内科

778-0003 三好市池田町サラダ１７９５番地１

0883-72-2110

田岡 雅世 TAOKAこころの医療センター

770-0862 徳島市城東町２丁目７－９

088-622-5556

771-1262 板野郡藍住町笠木字西野５０－１

088-692-5757

椎野 誠輝 阿南天満クリニック

774-0044 阿南市上中町南島325-1

0884-22-2299

杉本 順子 八多病院

771-4266 徳島市八多町小倉７６

088-645-2233

779-3244 名西郡石井町浦庄字下浦689-1

088-674-6181

和泉 唯信 徳島大学病院

770-8503 徳島市蔵本町2-50-1

088-633-7207

富本 浩明 富本医院

779-3403 吉野川市山川町堤外5-17

0883-42-3123

藤本 臤三 藍里病院

771-1342 板野郡上板町佐藤塚字東288番地3

088-694-5151

乾 俊夫

医療機関名（勤務先）

（独）国立病院機構徳島病院

稲次 美樹子 稲次病院

田中 治

田中医院
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阿部 司郎 冨田病院

779-2306 海部郡美波町西河内字月輪１２９番地４

0884-77-0368

石元 康仁 徳島県精神保健福祉センター

770-0855 徳島市新蔵町3-80

088-625-0610

笠松 哲司 かさまつ在宅クリニック

770-0932 徳島市仲之町２丁目８番地２

088-679-6393

771-4261 徳島市丈六町行正２７番地の１

088-645-0157

770-0052 徳島市中島田町３丁目６０番地１

088-633-0800

田蒔 正治 たまき青空病院

779-3125 徳島市国府町早淵字北カシヤ５６－１

088-642-5050

長江 浩朗 美摩病院

776-0013 吉野川市鴨島町上下島497

0883-24-2957

桝田 善仁 徳島ロイヤル病院

773-0015 小松島市中田町字新開48

0885-32-8833

大野 孔文 大野病院

771-1506 阿波市土成町土成字南原231

088-695-2112

鬼頭 秀樹 那賀町立上那賀病院

771-5503 那賀郡那賀町小浜137-1

0884-66-0211

775-0011 海部郡牟岐町大字牟岐浦字浜崎12-1

0884-72-0260

折野 眞哉 折野胃腸科内科

775-0501 海部郡海陽町宍喰浦字松原58番地5

0884-76-2249

中平 晴仁 井上病院

779-0108 板野郡板野町犬伏字鶴畑39-1

088-672-1185

内田 知行 内田医院

779-4701 三好郡東みよし町加茂1803-9

0883-82-2035

773-0021 小松島市赤石町14番27号

0885-37-1811

771-5410 那賀郡那賀町大久保字大西3-2

0884-62-0073

771-0203 板野郡北島町中村字上地8-1

088-697-2323

齋藤 実

医療機関名（勤務先）

城南病院

竹内 真由子 虹の橋病院

鬼原 治良 医療法人 あいざと会

北川 学

北川医院

岩浅 祐二郎 ライフクリニック

浜田 邦美

日野谷診療所 相生包括ケアセン
ター

松岡 浩司 つかさクリニック
永尾 仁

永尾病院

779-4101 美馬郡つるぎ町貞光字大須賀66-2

0883-62-2012

菊池 健

きくち医院

779-1510 阿南市新野町南宮ノ久保６７－４

0884-36-3512

北條 文彦 北條病院

778-0002 三好市池田町マチ２５２６－７

0883-72-0007

片山 隆博 医）青藍社 片山医院

771-0206 板野郡北島町高房字勝瑞１０－２

088-698-2625

阿川 昌仁 徳島県鳴門病院

772-8503 鳴門市撫養町黒崎字小谷３２

088-683-0011

776-8511 吉野川市鴨島町知恵島字西知恵島１２０

0883-26-2222

加藤 修司 医療法人御所診療所

771-1507 阿波市土成町吉田字原田市の四31番地

088-637-8033

豊田 健二 豊田内科

770-0861 徳島市住吉２丁目２－３５

088-654-5217

近藤 慎治 近藤外科内科

771-1212 板野郡藍住町徳命字前須東１３の１

088-693-1188

武久 良史 医療法人一洋会

779-3131 徳島市下町本丁５９－１

088-644-2811

森岡 将臣 森岡病院

770-8070 徳島市八万町大野５－１

088-636-3737

瀬部 彰

吉野川医療センター

