
糖尿病の医療体制 平成27年6月1日現在

東部Ⅰ

赤沢医院 多田医院 村田整形外科医院

伊月病院 たまき青空病院 米田内科クリニック

沖の洲病院 寺沢病院 林内科

井上内科胃腸科 東洋病院 北川内科胃腸科

岡部内科クリニック 徳島さくらクリニック 島田内科

関内科・消化器科 冨岡医院 三木内科

角田医院 豊田内科 南医院

水の都記念病院 冨田内科胃腸科クリニック 津田内科
川島病院 富塚診療所 稲山外科内科
河野内科循環器科 豊崎医院 岡内胃腸科医院
北前川診療所 天満病院 三木内科循環器クリニック
木下病院 西條胃腸内科 鈴木内科
協栄内科 若槻クリニック 城南公園内科
協立病院 中井医院 くどう内科クリニック
文慶記念内科 中瀬病院 幸地内科小児科　　
古川病院 中洲八木病院 水沼循環器呼吸器内科
徳島大学病院 博愛記念病院 ひなたクリニック
徳島クリニック 三河循環器科内科 田岡病院
木下クリニック 橋口内科クリニック 善成病院
斎藤内科循環器科 高杉内科外科小児科脳外科文化の森内科

近藤内科病院 原田医院 おおしま内科皮フ科クリニック
住友内科病院 日比野病院

助任診療所 藤中内科医院

住友医院 松村内科胃腸科

愛日病院 三好内科

鳴門市 神山町 藍住町

あい愛診療所撫養 中谷医院

岩朝病院 佐々木外科内科 内科クリニックオクムラ

小川病院 神山医院 浜病院

斎藤医院 矢野医院

板東診療所

たきファミリークリニック

原田内科

高田内科医院

徳島県鳴門病院

元木医院 板野町

うがい医院 北島町 井上病院

いのもと眼科内科 豊岡医院

石井町 高田整形外科病院 独立行政法人国立病院機構東徳島医療センター

尾崎医院 吉野川病院 福島内科

健生石井クリニック 田根内科胃腸科医院 三愛内科

田中医院 新居内科 みやざき内科診療所

惠美クリニック 上板町

上田医院

川原内科外科 井内内科

須見医院

阿部内科胃腸科

東部Ⅱ 吉野川市 阿波市

糸田川クリニック 阿波病院

鈴木内科 乾内科外科

独立行政法人国立病院機構徳島病院 御所診療所

古本内科クリニック 太田診療所

矢田医院 大野病院

リバーサイドクリニック岡田
井内内科
かなめ小児科内科クリニック
吉野川医療センター

【初期・安定期治療】
　　　機能
圏域

○合併症の発症を予防するための治療
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糖尿病の医療体制 平成27年6月1日現在

南部Ⅰ 小松島市 阿南市

藤野医院 阿南共栄病院

ふじの小児科クリニック 宮本病院

木村内科 島内科眼科医院

碩心館病院 富永医院

ライフクリニック きくち医院

羽ノ浦整形外科内科病院

村上内科外科医院

勝浦町 岩城クリニック

国民健康保険勝浦病院

南部Ⅱ 美波町

美波町国民健康保険日和佐病院

美波町国民健康保険由岐病院

西部Ⅰ 美馬市 つるぎ町

国見医院 武原外科整形外科医院

成田診療所 田村医院

成田病院 永尾病院

林クリニック

ホウエツ病院

脇町中央医院

美馬リハビリテーション病院

木下医院

美馬市国民健康保険木屋平診療所

西部Ⅱ 三好市 東みよし町

安宅循環器内科 上田医院

大池医院 内田医院

三野田中病院 くはらクリニック

三好市国民健康保険市立三野病院

村山内科

大和外科医院

内田医院

徳島県立三好病院
※初期・安定期治療は「かかりつけの医療機関」で対応いただいておりますが，ここには「徳島県医師会糖尿病認定医」あるいは「糖尿病専門
医」週３日以上勤務している医療機関で，徳島県実施の徳島県医療施設機能調査(糖尿病)について公表してもよいと回答のあった医療機関
です。

【初期・安定期治療】
　　　機能
圏域

○合併症の発症を予防するための治療



糖尿病の医療体制 平成27年6月1日現在

【専門治療】 【急性増悪時治療】

東部Ⅰ 　徳島市 　徳島市
徳島大学病院 徳島大学病院
徳島県立中央病院 川島病院
川島病院 徳島県立中央病院
伊月病院 寺沢病院
寺沢病院 徳島市民病院
天満病院 田岡病院
近藤内科病院 協立病院
藤中内科医院 博愛記念病院
徳島市民病院 松永病院
住友医院 おおしま内科皮フ科クリニック
田岡病院
中洲八木病院
くどう内科クリニック
おおしま内科皮フ科クリニック

　鳴門市 　鳴門市
徳島県鳴門病院 徳島県鳴門病院

　北島町 　北島町
いのもと眼科内科 いのもと眼科内科
吉野川病院 きたじま田岡病院

　板野町 　板野町
国立病院機構東徳島医療センター 国立病院機構東徳島医療センター
福島内科

東部Ⅱ 　吉野川市 　吉野川市
矢田医院 吉野川医療センター
吉野川医療センター

　阿波市 　阿波市
阿波病院 阿波病院

南部Ⅰ 　小松島市 　小松島市
徳島赤十字病院 徳島赤十字病院
小松島金磯病院

　阿南市
　阿南市 阿南共栄病院
阿南共栄病院 岩城クリニック
岩城クリニック

南部Ⅱ 美波町
美波町国民健康保険由岐病院

牟岐町
徳島県立海部病院

西部Ⅰ 　美馬市
ホウエツ病院

西部Ⅱ 　三好市 
三好市国民健康保険市立三野病院
徳島県立三好病院

※専門治療医療機関とは，糖尿病専門医が常勤若し
くは非常勤で週３日以上勤務している医療機関のう
ち，徳島県実施の徳島県医療施設機能調査(糖尿病)
で公表してもよいと回答のあった医療機関です。

※急性増悪時治療医療機関とは，常勤の糖尿病専
門医が２４時間対応できる医療機関若しくは救急対応
できる医療機関のうち，徳島県実施の徳島県医療施
設機能調査(糖尿病)で公表してもよいと回答のあった
医療機関です。

　　機能
圏域

○血糖コントロール不可例の治療 ○急性合併症の治療



糖尿病の医療体制 平成27年6月1日現在

東部Ⅰ
伊月病院 亀井病院
徳島大学病院 木下病院
住友内科病院 田岡病院
川島病院 高杉内科外科小児科脳外科
徳島県立中央病院 東洋病院
徳島健生病院 虹の橋クリニック
近藤内科病院 林病院
寺沢病院 水の都記念病院
天満病院 おかがわ内科・小児科
博愛記念病院 中州八木病院
たまき青空病院 松永病院
中瀬病院 沖の洲病院
徳島さくらクリニック 松村内科胃腸科
徳島市民病院

鳴門市 北島町
徳島県鳴門病院 吉野川病院
原田内科
小川病院 神山町

佐々木外科内科

板野町
国立病院機構東徳島医療センター

東部Ⅱ 吉野川市 阿波市
杏和医院 阿波病院
吉野川医療センター 御所診療所

南部Ⅰ 小松島市 阿南市
江藤病院 阿南共栄病院

   徳島赤十字病院    羽ノ浦整形外科内科病院
   碩心館病院 岩城クリニック
   小松島金磯病院

勝浦町 那賀町
国民健康保険勝浦病院 那賀町立上那賀病院

南部Ⅱ 牟岐町 美波町
徳島県立海部病院 美波町国民健康保険由岐病院

西部Ⅰ 美馬市 つるぎ町
成田病院 永尾病院
ホウエツ病院
桜木病院

西部Ⅱ 　三好市    東みよし町
三好市国民健康保険市立三野病院 三加茂田中病院
安宅循環器内科

※教育入院医療機関とは，糖尿病の教育入院を実施する医療機関のうち，徳島県実施の徳島
県医療施設機能調査(糖尿病)で公表してもよいと回答のあった医療機関です。

【教育入院】
　　　機能
圏域 ○教育入院の治療

徳島市



糖尿病の医療体制 平成27年6月1日現在

東部Ⅰ 徳島市
徳島大学病院
沖の洲病院
川島病院
徳島県立中央病院
徳島健生病院
たまき青空病院
協立病院
徳島市民病院
亀井病院
たまき青空クリニック
川島透析クリニック
赤沢医院
住友内科病院

鳴門市
徳島県鳴門病院
岩朝病院
吉永外科

藍住町
矢野医院
小松泌尿器科

板野町
国立病院機構東徳島医療センター

東部Ⅱ 吉野川市
吉野川医療センター

阿波市
阿波病院

南部Ⅰ 小松島市
徳島赤十字病院
小松島金磯病院
ライフクリニック

阿南市
阿南共栄病院
玉眞病院

西部Ⅰ 美馬市
脇町川島クリニック

西部Ⅱ 東みよし町
三加茂田中病院

　　　機能
圏域

【慢性合併症治療】

※慢性合併症治療（人工透析実施）医療機関とは，人工透析を実施している医療機関で，人工透析を必
要とする糖尿病腎症が治療できる医療機関のうち，徳島県実施の徳島県医療施設機能調査(糖尿病)で
公表してもよいと回答のあった医療機関です。

○慢性合併症の治療
人工透析実施医療機関



糖尿病の医療体制 平成27年6月1日現在

東部Ⅰ  徳島市
伊月病院　　　　　　　　　　　　　　　　　 協栄内科
徳島大学病院　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 協立病院　　　　　　　　
住友内科病院　　　　　　　　　　　　　　 中州八木病院
川島病院　　　　　　　　　　　　　　　　　 中瀬病院
徳島県立中央病院　　　　　　　　　　　　 リムズ徳島クリニック
徳島健生病院　　　　　　　　　　　　　　　 徳島さくらクリニック
寺沢病院　　　　　　　　　　　　　　　　　　 助任診療所
博愛記念病院 田岡病院
たまき青空病院 城南公園内科
たけひさ医院 城東整形外科内科

村田整形外科内科医院
おおしま内科皮フ科クリニック

 鳴門市 　神山町
徳島県鳴門病院 佐々木外科内科
岩朝病院
原田内科

　北島町 　藍住町
いのもと眼科内科 小松泌尿器科
田根内科胃腸科医院 矢野医院
高田整形外科病院

　板野町
国立病院機構東徳島医療センター

東部Ⅱ 　吉野川市
さくら診療所
吉野川医療センター

　阿波市
阿波病院

南部Ⅰ 　小松島市 　那賀町
江藤病院 那賀町立上那賀病院
徳島赤十字病院

　阿南市
阿南共栄病院
岩城クリニック

南部Ⅱ 　牟岐町
徳島県立海部病院

　美波町
美波町国民健康保険由岐病院

西部Ⅰ 　美馬市 　つるぎ町
成田病院 永尾病院

西部Ⅱ 　三好市 　東みよし町
三好市国民健康保険市立三野病院 三加茂田中病院

　　　機能
圏域

【慢性合併症治療】

○慢性合併症の治療
フットケア

※慢性合併症治療（フットケア）医療機関とは，徳島県実施の徳島県医療施設機能調査(糖尿病)で公表してもよいと回答のあった
医療機関です。



糖尿病の医療体制 平成27年6月1日現在

東部Ⅰ  徳島市
渭東眼科クリニック　　　　　　　　　　　　徳島大学病院
鎌田眼科医院　　　　　　　　　　　　　　　福本眼科
徳島健生病院　　　　　　　　　　　　　　　藤田眼科
徳島県立中央病院　　　　　　　　　　　　三河眼科
徳島市民病院　　　　　　　　　　　　　　　山田眼科
領家内科眼科 徳島逓信病院

 鳴門市
徳島県鳴門病院
すがい眼科

　松茂町
かまだ眼科

　北島町
いのもと眼科内科

　藍住町
山田眼科藍住

東部Ⅱ 　吉野川市
糸田川眼科
吉野川医療センター

　阿波市
阿波病院
板東眼科
松本眼科

南部Ⅰ 　小松島市
徳島赤十字病院
日開眼科

　阿南市
阿南共栄病院
賀島眼科
島内科眼科医院

西部Ⅰ 　美馬市
秦眼科

西部Ⅱ 　三好市 　東みよし町
徳島県立三好病院 　 いわき眼科

三加茂田中病院

　　　機能
圏域

【慢性合併症治療】

※慢性合併症治療（眼科）医療機関とは，糖尿病網膜症が治療できる医療機関のうち、徳島県実施の徳島
県医療施設機能調査（糖尿病）で公表してもよいと回答のあった医療機関

眼科
○慢性合併症の治療


