
病院／診
療所

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

1 病院 東大寺福祉療育病院 630-8211 奈良県奈良市雑司町406-1 0742-22-5577 http://twf.or.jp/ ○ ○
神経小児科
小児科

整形外科

富和清隆 三木直
樹 金一 石川直子 
羽多野わか　小林
遼平　西久保敏也　

澤井利樹

2 病院 バルツｱ・ゴーデル 630-8425
奈良県奈良市鹿野園町１
０００－１

0742-21-7111
https://www.valsta.jp/gar

del/
× ○ 小児科

大島圭介
奥野毅彦

3 病院 奈良東九条病院 630-8144
奈良県奈良市東九条町７
５２

0742-61-1118
https://www.tokujyo.com

/
× ○

内科
外科

整形外科
各主治医

4 病院
社会医療法人平和会吉田

病院
631-0818

奈良県奈良市西大寺赤田
町１－７－１

0742-45-4601 - × ○
内科

精神科
整形外科

三木
宮野
奥田

5 病院 奈良西部病院 631-0061
奈良県奈良市三碓町2143-
1

0742-51-8700
http://www.naraseibu-

hp.com/
× 〇

内科
外科

整形外科
脳神経内科

外来担当医師

6 病院
社会医療法人松本快生会

西奈良中央病院
631-0022 奈良市鶴舞西町1番15号 0742－43－3333

http://www.nishinarachu
o.or.jp/

〇

内科  消化器内
科  循環器内科 
 腎臓内科  糖

尿病内科

各診療医師

7 診療所 寺崎クリニック 630-8341 奈良県奈良市南城戸町67 0742-22-5091
http://www.terasaki-

clinic.com/
○ ○

内科
泌尿器科
皮膚科

寺崎 豊博
奈良総合医療センター　市
立奈良病院　済生会奈良病

院

8 診療所 東谷医院 630-6355 奈良県奈良市南魚屋町37  0742-22-5731
http://higashitani-

iin.com/
○ ○ 内科 東谷澄彦 市立奈良病院

9 診療所
そめかわクリニック内

科・循環器内科
631-0013

奈良県奈良市中山町西4-
456-1-201

0742-51-9938
https://somekawa-

clinic.com/
○ ○ 内科 染川　智

奈良県総合医療センター
（奈良県奈良市）など

10 診療所 かづきクリニック 630-8115
奈良県奈良市大宮町5丁目
1-10-1

0742-32-3201 http://kazuki-ns.jp/ ○ ○
脳神経外科

内科
香月脩二

11 診療所 ないとう耳鼻咽喉科 631-0036
奈良県奈良市学園北1丁目
14-13ﾒﾃﾞｨｶﾙ学園前3階

0742-40-1187 http://www.naito-jibika.jp ○ ○ 耳鼻咽喉科 内藤宏昌・希実子 奈良県総合医療センター

12 診療所 やまだクリニック 631-0032
奈良県奈良市あやめ池北
1-32-21-A205

0742-81-3246 ○ ○ 内科 山田　貴 西奈良中央病院

13 診療所 登美ヶ丘こどもクリニック 631-0004
奈良県奈良市登美ケ丘3丁
目4-11

0742-52-6123 ○ ○
内科

小児科
浅尾豊彦

患者の希望にそい考える　　　
　　登美ヶ丘こどもクリニック

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調査票（奈良県）

基本情報 事務連絡に基づく対応について

http://twf.or.jp/
https://www.valsta.jp/gardel/
https://www.valsta.jp/gardel/
https://www.tokujyo.com/
https://www.tokujyo.com/
http://www.naraseibu-hp.com/
http://www.naraseibu-hp.com/
http://www.nishinarachuo.or.jp/
http://www.nishinarachuo.or.jp/
http://www.terasaki-clinic.com/
http://www.terasaki-clinic.com/
http://higashitani-iin.com/
http://higashitani-iin.com/
https://somekawa-clinic.com/
https://somekawa-clinic.com/
http://kazuki-ns.jp/
http://www.naito-jibika.jp/


14 診療所
医療法人　　　　　　　　

おがわ小児科診療所
631-0021

奈良県奈良市鶴舞東町2-
26第2岡田ﾋﾞﾙ

0742- 44-1155
http://www1.kcn.ne.jp/～

hirohumi/

○　　　　　　　
　　　予約のあ

る方限り
○ 小児科

小川　浩史　　　　
武内　吉彦

総合医療センター　　市立
奈良病院

15 診療所 医療法人山本内科医院 630-8122
奈良県奈良市三条本町9-1
三条通ガーデンハイツ1F

0742-34-5577 〇 〇 内科 山本　敏朗

16 診療所 医療法人庄野整形外科 630-8043 奈良県奈良市六条2-19-8 0742-46-1235 〇 〇 整形外科 庄野　正生 奈良県総合医療センター

17 診療所 くにしげクリニック 631-0842
奈良県奈良市菅原東二丁
目29-13

0742-49-6766
https://www.kunisige.co
m/

〇 〇
整形外科、形成

外科
國重　義文

18 診療所
はらだ糖尿病・腎・内科クリ

ニック
631-0003

奈良県奈良市中登美ヶ丘3
丁目1番地1階

0742-52-1172 https://clinicharada.com/ 〇 〇 内科 原田　幸児
西奈良中央病院

奈良県総合医療センター
市立奈良病院

19 診療所 しだ小児科クリニック 631-003
奈良県奈良市中登美ヶ丘3
−1

0742-81-8739
https://www.shida-
kids.com

× ○ 小児科 志田泰明
奈良県総合医療センター、

輪番病院

20 診療所 医療法人　小嶌診療所 631-0034
奈良県奈良市学園南3-4-
24

0742-49-1287
http://www.kinet-
tv.ne.jp/~you-me/

× ○ 内科
小嶌　興二　
小嶌　祐介

21 診療所 しんのクリニック 630-8136
奈良県奈良市恋の窪1丁目
5−1

0742-87-0577 × ○ 脳神経内科 神野進
鳥取大学医学部附属病院脳

神経科・泌尿器科

22 診療所 やまがた内科医院 630-8113 奈良県奈良市法蓮町1095 0742-20-6220
http://やまがた内科医

院.com/
× ○ 内科　血液内科 山形　昇

23 診療所 こたけ整形外科 631-0003
奈良県奈良市中登美ｹ丘6-
3-3 ﾘｺﾗｽ登美ヶ丘A棟3F

0742-52-7779 × 〇 整形外科 小竹志郎
白庭病院

西奈良中央病院

24 診療所 たかはし耳鼻咽喉科 630-8134
奈良県奈良市大安寺町
515-2

0742-93-8487
http://www.takahashi-

jibika.jp/
× ○

耳鼻咽喉科
アレルギー科

高橋　淳人
奈良県総合医療センター　

市立奈良病院

25 診療所 やまね内科クリニック 631-0832
奈良県奈良市西大寺新田
町1-12-2

0742-53-7716 × ○
内科

消化器内科
山根佳子

喜多野三夫

26 診療所
なかがわ呼吸器科アレル

ギー科医院
631-0806

奈良県奈良市朱雀5丁目3-
8

0742-70-5433 × ○ 内科 中川勝裕

27 診療所
なんぶ小児科アレルギー

科
630-8122

奈良県奈良市三条本町1-
2JR奈良駅NKﾋﾞﾙ3F

0742-93-5220 https://nambu-cl.jp/ × ○
小児科

アレルギー科
南部　光彦

28 診療所
医療法人つじもとクリ

ニック
631-0036

奈良県奈良市学園北2-1-5 
ﾛｰﾚﾙｺｰﾄ学園前ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ施
設棟1F

0742-51-7000
https://tsujimoto-

clinic.com/
× ○

内科
消化器内科

辻本達寛
金子順子

田中美喜子

29 診療所 おしくまクリニック 631-0011
奈良県奈良市押熊町547−1
忍熊ﾋﾞﾙ1F

0742-53-1700 × ○ 内科 水本靖士

30 診療所 あやめ池診療所 631-0033
奈良県奈良市あやめ池南6
丁目1-7

0742-45-0460
http://heiwakai.or.jp/net

work/
× ○ 内科　精神科

杉俊宏
金詩園

31 診療所 おおまえ医院 630-8115
奈良県奈良市大宮町3丁目
1番33号エクセレンスビル
1F-N号室

0742-33-7830 https://oomae-iin.com/ × 〇
脳神経内科

内科
大前　利市

32 診療所 （医）西脇医院 631-0842 奈良県奈良市菅原町506 0742-44-8866 × 〇
内科
小児科

諏訪　好俊
奈良県総合医療センター

済生会奈良病院

http://www1.kcn.ne.jp/～hirohumi/
http://www1.kcn.ne.jp/～hirohumi/
https://clinicharada.com/
https://www.shida-kids.com/
https://www.shida-kids.com/
http://www.kinet-tv.ne.jp/~you-me/
http://www.kinet-tv.ne.jp/~you-me/
http://やまがた内科医院.com/
http://やまがた内科医院.com/
http://www.takahashi-jibika.jp/
http://www.takahashi-jibika.jp/
https://nambu-cl.jp/
https://tsujimoto-clinic.com/
https://tsujimoto-clinic.com/
http://heiwakai.or.jp/network/
http://heiwakai.or.jp/network/
https://oomae-iin.com/


33 病院 おかたに病院 630-8141
奈良県奈良市南京終町1-
25-1

0742-63-7700
http://www.okatani.or.jp/
okatani/index.html

× 〇
内科

泌尿器科
皮膚科

34 病院
医療法人厚生会奈良厚生

会病院
639-1039

奈良県大和郡山市椎木町
７６９－３

0743-56-5678 www.nara-koseikai.or.jp/ × ○

 呼吸器内科  
心療内科  泌尿
器科      訪問

診療ついて

各主治医

35 病院
独立行政法人国立病院機構　
やまと精神医療センター

639-1042
奈良県大和郡山市小泉町
2815番地

0743-52-3081 https://yamato.hosp.go.jp × ○
 外 科  消化器
外科  こう門外
科  脳神経外科

精神科医師

36 病院
医療法人田北会　田北病

院
639-1016

奈良県大和郡山市城南町
2-13

0743-54-0112 http://takitakai.or.jp/ × ○

整形外科
内科

循環器内科
消化器内科
脳外科
麻酔科

田北　武彦
廣藤　榮一
石崎　嘉孝
大庭　真央

中村　敏夫巳
水谷　泰士
植田　勝廣

塚口　眞理子
砺山　隆行
中村　真弥
坂井　龍太

米田　健太郎
野中　政宏
所　麻子

37 診療所 かくたに内科消化器内科 639-1007
奈良県大和郡山市南郡山
町520-18　大和郡山マイ

ンド２１　２階
0743-85-5477

https://kakutani-
clinic.com/

○ ○ 内科 角谷　彰

38 診療所 片桐民主診療所 639-1054
奈良県大和郡山市新町
305-92

0743-53-7550 × 〇 内科 島野　吉裕

39 診療所
医療法人岡谷会小泉診療

所
639-1042 大和郡山市小泉町552 0743-52-3035 × 〇 内科

水谷　和宏
清水　一範

40 病院
医療法人社団松下会　東

生駒病院
630-0212 奈良県生駒市辻町4番1号 0743-75-0011

http://www.allpines.jp/hig
ashiikoma/

× ○ 内科 花谷正和

http://www.nara-koseikai.or.jp/
https://yamato.hosp.go.jp/
http://takitakai.or.jp/
https://kakutani-clinic.com/
https://kakutani-clinic.com/
http://www.allpines.jp/higashiikoma/
http://www.allpines.jp/higashiikoma/


41 病院 白庭病院 630-0136
奈良県生駒市白庭台6丁目
10番1号

0743－70－0022
http://www.allpines.jp/shi

raniwa/
× 〇

内科
整形外科
脳神経外科
脳神経内科
泌尿器科

眼科
皮膚科

内科：幕谷士郎、
高橋利洋、斧原康
人、池宗真美、北
村淳、野村久美

子、室谷佳秀、松
尾浩司、牧野和香
奈、山中あすか、
明石雄策、柴谷伸
行、門田洋一、山
敷宣代、福岡正

博、杉原清貴　整
形外科：久保田太
輔、北田智弘新庄
幸子、小林　章郎
関昌彦、辻尾唯

雄、佐々木康介、
岩切健太郎、前田
真吾、増田翔、

佐々木亮、畠中寿
実、星野雅俊　脳
神経外科：川田和
弘、前田裕仁、角
谷美帆、藤田豊

久、黒川紳一郎　
脳神経内科：眞野
智生　泌尿器科：
山本雅司、眼科：
平林倫子、趙晃国　
、西野智之、井上
祥子、河野剛也　
皮膚科：山内あい
子、丘﨑　彩香、

山田佳奈

42 診療所 竹内小児科 630-0213
奈良県生駒市東生駒1-77-
5

0743-75-5147
http://www.takeuchi-
shounika.com/

〇 〇 小児科 竹内　大志

43 診療所 岡クリニック 630-0245
奈良県生駒市北新町1-20-
3

0743-72-1122 × ○
精神科

岡　留美子 なし

44 診療所 きくち診療所 630-0251 奈良県生駒市谷田町881-1 0743-74-8533 × ○ 内科 菊池美和

45 診療所 生駒胃腸科肛門科診療所 630-0256
奈良県生駒市本町7-10生
駒医療ビル4階

0743-71-8050
https://www.kenseikai-
nara.or.jp/ikoma/

× 〇 胃腸科 増田　勉
近畿大学奈良病院
生駒市立病院

奈良県総合医療センター

46 診療所
医療法人社団有山会有山

診療所
630-0101

奈良県生駒市高山町4261
番地1

0743-78-0075
http://ariyama-
clinic.net/

× 〇 内科 有山　武志

47 診療所
医療法人風尚会やました医

院
630-0135

奈良県生駒市南田原町
1039

0743-71-8234
https://www.yamashitano
ugeka.com/

× 〇 脳神経外科 山下　正人

48 診療所 整形外科やまだクリニック 630-0122 奈良県生駒市真弓2-4-8 0743-78-0808
https://seikeigekayamad
aclinic.com/

× 〇 整形外科 山田　純司

49 診療所
医療法人はしもとクリ

ニック
636-0904

奈良県生駒郡平群町三里
384-1

0745-45-6003
http://www.hashimoto-

clinic.com/
○ ○ 内科 橋本　恵介

奈良県西和医療センター　
生駒市立病院

50 診療所
医療法人康成会菊美台ク

リニック
636-0906

奈良県生駒郡平群町菊美
台1-10-13

0745-46-2221
https://www.kouseikai-

med.com/kikumidai/
○ ○

内科
腎臓内科

山口通雅
近畿大学奈良病院（ 奈良
県生駒市乙田町1248-1）

http://www.allpines.jp/shiraniwa/
http://www.allpines.jp/shiraniwa/
http://www.takeuchi-shounika.com/
http://www.takeuchi-shounika.com/
https://www.kenseikai-nara.or.jp/ikoma/
https://www.kenseikai-nara.or.jp/ikoma/
http://ariyama-clinic.net/
http://ariyama-clinic.net/
https://www.yamashitanougeka.com/
https://www.yamashitanougeka.com/
http://www.hashimoto-clinic.com/
http://www.hashimoto-clinic.com/
https://www.kouseikai-med.com/kikumidai/
https://www.kouseikai-med.com/kikumidai/


51 診療所
医療法人金泉会　かない

ずみ胃腸科・内科
636-0803

奈良県生駒郡三郷町東信
貴ヶ丘1丁目8-26

0745-32-3739 × ○
内科

胃腸科
金泉年郁

奈良県西和医療センター　
近畿大学奈良病院

52 診療所 やわらぎクリニック 636-0822
奈良県生駒郡三郷町立野
南2-8-12

0745-31-6611
http://www.yawaragikau.j

p/clinic.html
○ ○ 総合診療科

北　廣美　　　　　　　
　　北　和也

53 診療所 石崎整形外科内科 636-0123
奈良県生駒郡斑鳩町興留
5-10-28

0745-75-5258 × ○ 整形外科　内科
石崎嘉昭　河田弘　

森朋子
奈良県西和医療センター

54 病院
医療法人郁慈会　服部記

念病院
639-0214

奈良県北葛城郡上牧町上
牧4244

0745-77-1333 http://www.hattorin.jp/ × 〇 内科

森安　章人
河野　雅和
吉岡　靖索
小林　貢
西川　徹
林　秀行

55 診療所 安達内科医院 639-0202
奈良県北葛城郡上牧町
桜ヶ丘2丁目13−21

0745-32-0703 × ○
内科

小児科
安達 一雄 西和医療センター

56 診療所
にしやまと糖尿病内科　　　　

　　クリニック
639-0214

奈良県北葛城郡上牧町上
牧3000-36

0745-71-2480
http://nishiyamato-

dm.com/
○ 内科 能登　貴史

57 診療所 きじ内科クリニック 639-0201
奈良県北葛城郡上牧町片
岡台2－13－15

0745-33-7031
https://www.kiji-

clinic.com
〇 内科 木地達也

58 診療所 武内クリニック 636-0013
奈良県北葛城郡王寺町元
町2丁目2479-1

0745-72-1618
https://www.dr-
takeuchi.com/

○ ○

内科　外科　消
化器内科　整形
外科　リハビリ
テーション科　

小児外科

武内　拓 奈良県西和医療センター

59 診療所
医療法人まつおかクリ

ニック
636-0002

奈良県北葛城郡王寺町王
寺2丁目9−15 ﾙ･ｶｰﾗﾋﾞﾙ3F

0745-33-1500
https://matsuoka-

clinic.net/
○ ○ 内科

松岡正樹
木村

60 診療所 うえだ耳鼻咽喉科 636-0143
奈良県北葛城郡王寺町王
寺2-6-4

0745-72-8370 〇 〇 耳鼻咽喉科 上田　和孝

61 診療所 酒井診療所 636-0002
奈良県北葛城郡王寺町2-
2-5

0745-73-6000
http://sakai0324.byoinna
vi.jp/pc/

〇 〇
整形外科
外科

酒井　豊

62 診療所 池田医院 636-0021
奈良県北葛城郡王寺町畠
田4-17-22

0745-72-2614
https://www.ikeda-

cl.com/
× ○ 内科

池田英司　　　　
池田和世

奈良県西和医療センター
近畿大学奈良病院

63 診療所 竹田内科クリニック 636-0003
奈良県北葛城郡王寺町久
度2-3-1-302

0745-32-1166
https://takeda-

naika.info/
× ○ 内科 竹田　育弘

64 診療所
別府レディースクリニッ

ク
636-0003

奈良県北葛城郡王寺町久
度2-3-1  ﾘｰﾍﾞﾙ王寺3階

0745-34-2000
http://beppu-ladies-
clinic.p2.bindsite.jp/

× ○
婦人科
精神科

心療内科
別府　謙一

65 診療所 あおき小児科 636-0002
奈良県北葛城郡王寺町王
寺2-4-7 王寺ｸﾘﾆｯｸｽｸｴｱ3F

0745-33-7100 http://aoki-cl.or.jp/ × ○ 小児科 青木才一志 奈良県西和医療センター

66 診療所
医療法人　相志和診会岩

間循環器内科
636-0002

奈良県 北葛城郡 王寺町 
王寺 2丁目7番23号  亀井
興産ﾋﾞﾙ3階

0745-31-0007
https://iwama-

cvdprevention.com
× 〇 循環器内科 岩間　一 奈良県西和医療センター

67 診療所
医療法人　　　　　　　　

牧浦皮膚泌尿器科
636-0012

奈良県北葛城郡王寺町本
町1丁目2-43

0745-32-0760 × 〇
皮膚科　　　　　

泌尿器科
牧浦　宗彦

68 診療所 はえの医院 636-0081
奈良県北葛城郡河合町星
和台2-1-13

0745-34-0067 https://haeno-iin.com/ ○ ○
外科

肛門科
内科

波江野善昭
恵王病院

近畿大学奈良病院

http://www.yawaragikau.jp/clinic.html
http://www.yawaragikau.jp/clinic.html
http://www.hattorin.jp/
https://www.kiji-clinic.com/
https://www.kiji-clinic.com/
https://matsuoka-clinic.net/
https://matsuoka-clinic.net/
http://sakai0324.byoinnavi.jp/pc/
http://sakai0324.byoinnavi.jp/pc/
https://www.ikeda-cl.com/
https://www.ikeda-cl.com/
https://takeda-naika.info/
https://takeda-naika.info/
http://beppu-ladies-clinic.p2.bindsite.jp/
http://beppu-ladies-clinic.p2.bindsite.jp/
http://aoki-cl.or.jp/
https://iwama-cvdprevention.com/
https://iwama-cvdprevention.com/
https://haeno-iin.com/


69 診療所 大浦内科クリニック 636-0072
奈良県北葛城郡河合町中
山台1-1-18

0745-43-7287 https://ouraclinic.com/ × ○ 内科 大浦　　元

70 診療所 山下内科クリニック 636-0056
奈良県北葛城郡河合町西
山台525-5

0745-56-6888
http://www.yamashitacl.c

om/in/
× ○ 内科 山下宣繁

71 診療所 医療法人　坂上医院 636-0073
奈良県北葛城郡河合町広

瀬台3丁目8-10
0745 73-8300 × ○ 内科 坂上　隆

72 診療所 ニッセイ聖隷クリニック 836-0071
奈良県北葛城郡河合町高
塚台1-8-1

0745-33-2211
http://www.nissay-
seirei.org/nara/facilities/
clinic.php

× 〇
内科

神経内科
整形外科

遠藤　敏久
嶋　宏子
小山　修二
井上　國晴
塚本　真治
原　　良太

73 診療所 山下皮膚科クリニック 636-0056
奈良県北葛城郡河合町西
山台525－1

0745-56-3600
http://www.yamashita.co
m

○ 皮膚科 山下　紀子

74 病院 中井記念病院 635-0051
奈良県大和高田市根成柿
１５１－１

0745-21-1100 - × ○
内科
外科

整形外科
各主治医

75 診療所 医療法人 春日医院 635-0065
奈良県大和高田市東中2丁
目4−1

 0745-23-8010 ○ ○
内科

小児科
春日　宏友

大和高田市立病院　土庫病
院　中井記念病院

76 診療所 医療法人黄クリニック 635-0025
奈良県大和高田市神楽2-
12-34

0745-24-3535 ○ ○
内科

胃腸科
循環器科

黄　正一

77 診療所 中谷診療所 635-0067
奈良県大和高田市春日町2
丁目1-60

0745-52-2166 ○ ○ 内科　小児科 中谷　真士 大和高田市立病院

78 診療所
整形外科よねだクリニッ

ク
635-0092

奈良県大和高田市大中南
町3-69

0745-43-6868
http://www.yoneda-

clinic.jp/
× ○

整形外科　リハ
ビリテーション

科
米田　正名

吉本整形外科・外科病院　
大和高田市立病院　香芝

旭ヶ丘病院

79 診療所 ましたに内科クリニック 635-0015
奈良県大和高田市幸町3-
18 ﾄﾅﾘｴ大和高田3階

0745-21-0266 https://mashitani.com/ × ○
糖尿病内科　内

分泌内科
増谷　剛

80 診療所 医療法人田中医院 635-0015
奈良県大和高田市幸町2−
18大和高田ｱｰﾊﾞﾝｺｰﾄﾌｫｰﾄ
1F

0745-23-7117 × ○

内科　外科　泌
尿器科　皮膚科　
小児科　リハビ
リテーション科

田中重人 大和高田市立病院

81 診療所 下河辺医院 635-0085
奈良県大和高田市片塩町
11-28

0745-52-3391 〇 〇
内科
小児科

下河辺俊逸
下河辺嗣人

82 病院 医療法人一路会錦織病院 634-0004 奈良県橿原市木原町77-1 0744-29-5600 https://nishigori.jp/ × ○
内科

消化器内科
肛門科

錦織方人
錦織ルミ子

済生会中和病院（奈良県桜
井市）

奈良県立医科大学（奈良県
橿原市）

83 病院
医療法人橿原友紘会大和

橿原病院
634-0045 奈良県橿原市石川町８１ 0744-27-1071

http://www.yamato-
kashihara-hp.or.jp/

× 〇

外科、整形外
科、内科、脳神
経外科、放射線
科、皮膚科、泌
尿器科、リハビ
リテーション

科、循環器科内
科、消化器内

科、耳鼻いんこ
う科、眼科

https://ouraclinic.com/
http://www.yamashitacl.com/in/
http://www.yamashitacl.com/in/
http://www.nissay-seirei.org/nara/facilities/clinic.php
http://www.nissay-seirei.org/nara/facilities/clinic.php
http://www.nissay-seirei.org/nara/facilities/clinic.php
http://www.yamashita.com/
http://www.yamashita.com/
http://www.yoneda-clinic.jp/
http://www.yoneda-clinic.jp/
https://mashitani.com/
https://nishigori.jp/
http://www.yamato-kashihara-hp.or.jp/
http://www.yamato-kashihara-hp.or.jp/


84 病院
奈良県立医科大学附属病

院
634-8522 奈良県橿原市四条町840 0744-22-3051

http://www.naramed-
u.ac.jp/hospital/

× 〇
各診療科・専門
外来・センター

外来担当医

85 診療所
医療法人　桂会　　　　

平尾病院
634-0076 奈良県橿原市兵部町6-28 0744-24-4700 katsurakai@hiraohos.jp ○

内科　　　　　
泌尿器科　　　

外科
常勤医 近隣病院

86 診療所 たに小児科医院 634-0005
奈良県橿原市北八木町3-
65-7

0744-25-5335 ○ ○
小児科　　　　
アレルギー科

谷　一正

87 診療所 クリニック神宮前 634-0804
奈良県橿原市内膳町5丁目
4-41

0744-23-8568 http://clinic-takami.com/ ○ ○ 内科 高見　武志
奈良県立医科大学附属病院　

天理よろづ相談所病院

88 診療所 医療法人芳隆会八嶌医院 634-0804
奈良県橿原市内膳町2丁目
1-30

0744-22-2195
http://yashima2195.byoin

navi.jp/
○ ○ 内科 八嶌　　功 平尾病院

89 診療所 医療法人　吉川医院 634-0845 奈良県橿原市中曽司町175 0744-22-0174
http://www.yoshikawa-

clinic.or.jp/
○ ○ 内科 小児科

吉川　恵史　　吉
川　昇

平尾病院

90 診療所 菊川医院 634-0803
奈良県橿原市上品寺町
380-22

0744-23-0202
http://www.kikukawaiin.cl

inic-hp.com/
○ ○

内科　外科　胃
腸科　リハビリ

菊川政男 平成記念病院

91 診療所 医療法人風天会　森医院 634-0043
奈良県橿原市五条野町
2294

0744-28-8800 www.futen.or.jp ○ ○
内科

小児科
森　啓　　　　　　　　　

　西原　正泰

92 診療所
奈良県医療福祉生活協同

組合みみなし診療所
634-0004 奈良県橿原市木原町230-1 0744-23-5722 × ○ 内科 重松　信子

93 診療所 医療法人　米田診療所 634-0835 奈良県橿原市東坊城町510 0744-23-5225 × ○ 内科
米田岳史
米田俊貴

94 診療所 医療法人　桐山医院 634-0044 奈良県橿原市大軽町123 0744-28-3456
https://itp.ne.jp/info/293

735041118241760/
× ○ 内科 桐山邦徳 大和橿原病院、平尾病院

95 診療所 飛鳥川クリニック 634-0802 奈良県橿原市新口町119-3 0744-23-0200 https://asukagawa.jp/sp/ × ○ 内科　婦人科
水本　領　　　　

山入望美

96 診療所 木田クリニック 634-0003 奈良県橿原市常盤町344-2 0744-24-6460 http://www.kidaclinic.jp/ × ○
内科

消化器内科
木田　肇

97 診療所
かわはらこどもクリニッ

ク
634-0803

奈良県橿原市上品寺町
204-1

0744-24-2270
http://www.kawahara-

cc.jp/
× ○ 小児科 河原信吾

98 診療所 医療法人中尾医院 634-0042 奈良県橿原市菖蒲町3-2-3 0744-27-4575 × ○
内科

小児科
中尾　重紀

99 診療所
医療法人さくら会うねび

内科クリニック
634-0074 奈良県橿原市四分町2-1 0744-20-2555

http://www.unebi-
naika.com/

× ○ 内科 木村　嘉宏 平尾病院

100 診療所
神宮前こころのクリニッ

ク
634-0827 奈良県橿原市久米町569 0744-47-3935

https://jingumae-
cocoro-clinic.com/

× ○
精神科

心療内科
岡田　光司 　

101 診療所
（医）ひのうえ会　ひが
みリウマチ・糖尿病　　

内科クリニック
634-0007 奈良県橿原市葛本町701 0744-22-1185 × ○

内科リウマチ科
糖尿病内科

樋上謙士
樋上聡美

102 診療所
医療法人彩運会辻本内科

医院
634-0804

奈良県橿原市内膳町1－1
－5大通口ビル2階

0744-22-0777 https://saiunkai.or.jp/ × 〇
内科　呼吸器内
科　アレルギー
科　循環器内科

辻本　正之

103 診療所 坂口クリニック 634-0843
奈良県橿原市北妙法寺町
521

0744-25-7272 ○ 内科　消化器科 坂口晃行

http://www.naramed-u.ac.jp/hospital/
http://www.naramed-u.ac.jp/hospital/
mailto:katsurakai@hiraohos.jp
http://clinic-takami.com/
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http://yashima2195.byoinnavi.jp/
http://www.yoshikawa-clinic.or.jp/
http://www.yoshikawa-clinic.or.jp/
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https://itp.ne.jp/info/293735041118241760/
https://itp.ne.jp/info/293735041118241760/
https://asukagawa.jp/sp/
http://www.kidaclinic.jp/
http://www.kawahara-cc.jp/
http://www.kawahara-cc.jp/
http://www.unebi-naika.com/
http://www.unebi-naika.com/
https://jingumae-cocoro-clinic.com/
https://jingumae-cocoro-clinic.com/


104 診療所 阪口クリニック 634-0843 奈良県橿原市妙法寺町521 0744-25-7272 〇
内科

消化器科
阪口　晃行

105 診療所 勝山診療所 639-2216 奈良県御所市343番地の4 0745-65-2631 〇 〇
内科
小児科

脳神経外科
勝山　諄亮

106 診療所 勝山内科医院 639-2212
奈良県御所市中央通り2丁
目1128

0745-62-6438 × ○ 内科 小児科 勝山慶之

107 診療所 松村医院 639-2251 奈良県御所市戸毛991番地 0745-67-0165 × ○
内科

呼吸器内科
小児科

松村　榮久 南奈良総合医療センター

108 診療所 佐々木クリニック 639-0245
奈良県香芝市畑4丁目538-
1

0745-78-7027 http://sasaki-c.net/ ○ ○
内科

皮膚科
佐々木　貞雄　　
佐々木　有一

奈良県西和医療センター

109 診療所 安田医院 639-0264 奈良県香芝市今泉7-1 0745-78-7100 ○ ○
内科
外科

安田志郎

110 診療所
まるはしファミリークリ

ニック
639-0026

奈良県香芝市五位堂3-
436-1ｱﾝﾀﾚｽ五位堂1階

0745-43-9240
https://maruhashi-
family-clinic.com/

○ ○
内科 小児科
循環器内科

丸橋裕之

111 診療所 西本内科 639-0266
奈良県香芝市旭ｹ丘4丁目
2-1

0745-71-2122 http://www.2122.jp/ ○ ○ 内科 西本和央

112 診療所 医療法人澤田医院 639-0226 奈良県香芝市五位堂5-155 0745-76-2177
https://www.sawada-

clinic.net
× ○ 内科 小児科 澤田　健史 みものクリニック

113 診療所
医療法人博友会みちのク

リニック
639-0231

奈良県香芝市下田西1丁目
6-12香芝ｱﾈｯｸｽ1階

0745-79-8723
https://michino-

clinic.com/
× ○ 内科 小児科 道野　博史 澤田医院

114 診療所
医療法人　和田クリニッ

ク
639-0231

奈良県香芝市下田西1丁目
10-17ｱﾊﾞﾝｷﾞｬﾙﾄﾞ1F

0745-78-1700
https://www.wada-

clinic.jp/
× ○ 内科 和田　虎三

奈良県西和医療センター　
奈良県立医科大学附属病院　
天理よろづ相談所病院　　

近畿大学奈良病院

115 診療所
医療法人康成会旭ヶ丘クリニッ

ク 639-0266
奈良県香芝市旭ヶ丘5-36-
1

0745-71-5600
https://www.kouseikai-
med.com/asahigaoka/ × ○ 内科 金子　嘉成 奈良県立医科大学附属病院

116 診療所
かわしま内科外科こども

クリニック
639-0266

奈良県香芝市旭ｹ丘2丁目
30-4

0745-79-1155
http://www.medic-

grp.co.jp/doctor/kawashi
ma/

× ○ 内科 川嶋　健

117 診療所
医療法人希　　　　　　

二上駅前診療所
639-0252 奈良県香芝市穴虫1045-1 0745-71-4180

http://www.myclinic.ne.jp
/nijoekimae/pc/

× ○
内科

耳鼻咽喉科
山田秀樹　　　　

松本あゆみ

118 診療所
医療法人　谷山耳鼻咽喉

科クリニック
639-0222

奈良県香芝市旭ヶ丘5丁目
-36-14

0745-71-1133 http://taniyama-ent.com/ ○
耳鼻咽喉科

アレルギー科
谷山　岳司

119 病院
医療法人興生会

吉本整形外科・外科病院
639-2101

奈良県葛城市疋田676番地
1

0745-69-5353
https://www.yoshimoto-

seikei.com/
× ○

整形外科
内科

脳神経外科

吉本雅俊
安藤祐之

120 診療所 医療法人堀内医院 639-2123 奈良県葛城市忍海338−4 0745-62-2958 ○ ○ 内科　小児科 堀内忠樹
奈良県立医科大学附属病院　
奈良県西和医療センター

121 診療所 医療法人　下村医院 639-0273 奈良県葛城市當麻40-2 0745-48-2522 × 〇 内科
下村　彰宏
下村　英明

大和高田市立病院
医療法人藤井会香芝生喜病

院
社会医療法人高清会香芝旭

ケ丘病院

122 診療所 鵜山医院 639-2147 奈良県葛城市新庄16 0745-69-2070 × ○ 内科 鵜山　秀人

http://sasaki-c.net/
https://maruhashi-family-clinic.com/
https://maruhashi-family-clinic.com/
http://www.2122.jp/
https://www.sawada-clinic.net/
https://www.sawada-clinic.net/
https://michino-clinic.com/
https://michino-clinic.com/
https://www.wada-clinic.jp/
https://www.wada-clinic.jp/
https://www.kouseikai-med.com/asahigaoka/
https://www.kouseikai-med.com/asahigaoka/
http://www.medic-grp.co.jp/doctor/kawashima/
http://www.medic-grp.co.jp/doctor/kawashima/
http://www.medic-grp.co.jp/doctor/kawashima/
http://www.myclinic.ne.jp/nijoekimae/pc/
http://www.myclinic.ne.jp/nijoekimae/pc/
http://taniyama-ent.com/
https://www.yoshimoto-seikei.com/
https://www.yoshimoto-seikei.com/


123 診療所 医療法人小泉医院 639-2147 奈良県葛城市新庄119 0745-69-2501 × 〇
内科
小児科

小泉　雅紀

124 診療所
社会医療法人平成記念会　
へいせいたかとりクリ

ニック
635-0136

奈良県高市郡高取町兵庫
202番地

0744-48-3301
http://www.heisei-

h.or.jp/
× ○ 内科 田上由香 平成記念病院

125 診療所 石川医院 635-0153
奈良県高市郡高取町下土
佐331

0744-52-2008 https://ishikawaiin.jp/ × ○ 皮膚科
石川伸宜

石川　朋子

126 病院 奈良東病院 632-0001
奈良県天理市中之庄町４
７０

0743-65-1771
https://www.fureai-

net.com/
× ○

内科
整形外科

坂本　永
森竹財三

127 診療所 小林クリニック

　　　　　　　　　
　　　　　632-

0063 奈良県天理市西長柄町163
0743-66-0300

http://kobayashiclinic.jp × ○
内科　　　　　
外科　　　　　

乳腺外科
小林豊樹

天理よろづ相談所病院、済
生会中和病院を想定

128 診療所 医療法人　菊川内科医院 633-0091 奈良県桜井市大字桜井875 0744-46-2112 ○ ○ 内科 菊川政次

129 診療所 内藤内科医院 633-0063 奈良県桜井市川合268 0744-42-0211 ○ ○ 内科 内藤　雅裕 済生会中和病院

130 診療所 羽田医院 633-0066
奈良県桜井市西之宮228-
35

0744-43-2120 ○ ○
内科　小児科　
老年内科　循環
器内科　消化器

羽田龍彦 済生会中和病院

131 診療所 きむら内科医院 633-0091 奈良県桜井市桜井52-4 0744-42-2525
http://www.kimura-

naikaclinic.com/index.htm
l

× ○ 内科 木村元洋 済生会中和病院

132 診療所 辻医院 633-0082 奈良県桜井市巻野内226−1 0744-43-1555 × ○ 内科　小児科 赤松幸余 済生会中和病院

133 診療所 すずきこどもクリニック 633-0061 奈良県桜井市上之庄710-1 0744－48－6700
https://suzuki-kodomo-
clinic.com/

× 〇 小児科 鈴木　博

134 病院
医療法人拓誠会　辻村病

院
633-2221

奈良県宇陀市菟田野松井
７番地の１

0745-84-2133
http://www.tsujimurahp.j

p/
× ○ 内科

関　岡山
森藤　玉川

135 病院 宇陀市立病院 633-0298 奈良県宇陀市榛原萩原815 0745-82-0381
https://www.city.uda.nara
.jp/udacity-hp/

× 〇 整形外科
仲川　喜之
水掫　貴満
森本　安彦

136 診療所 吉井整形外科医院 633-0204
奈良県宇陀市榛原福地
374-1

0745-82-2888 www.yoshii-seikei.or.jp ○ ○
整形外科内科
リウマチ科

吉井次郎 宇陀市立病院

137 診療所 山本診療所 633-0251
奈良県宇陀市榛原ひのき
坂2丁目1−9

0745-82-6707 ○ ○ 内科　小児科 山本 泰雄
宇陀市立病院　済生会中和

病院

138 診療所
宇陀市国民健康保険直営

田口診療所
633-0424

奈良県宇陀市室生田口元
上田口2054

0745-93-2101 ○ ○

内科
整形外科

ペインクリニッ
ク

明石陽介　　　　
福西実加　　　仲
川喜之　　　渡邉

恵介

宇陀市立病院

139 診療所
宇陀市国民健康保険直営

東里診療所
632-0202

奈良県宇陀市室生上笠間
2982-1

0745-92-3741 ○ ○
内科 小児科　　

整形外科

仲川喜之　松島俊
裕　小林正尚　中

上純子
宇陀市立病院

140 診療所 久保医院 633-2164
奈良県宇陀市大宇陀拾生
1858

0745-83-0028 × ○ 内科 久保良一

141 診療所
医療法人智光会　城井内

科医院
633-0241

奈良県宇陀市榛原下井足
12-1

0745-96-9680 × ○ 内科 城井　啓
宇陀市立病院

済生会中和病院

142 診療所
山添村国民健康保険

東山診療所添村
630-2205 山辺郡山添村桐山62-1 0743-86-0441 × ○ 内科 大住　周司

市立奈良病院　天理よろづ
病院

143 病院 国保中央病院 636-0302
奈良県磯城郡田原本町宮
古404-1

0744-32-8800
https://www.kokuho-

hp.or.jp/
× 〇

内科・外科・小児
科・整形外科・泌
尿器科・皮膚科・
緩和ケア科・心療

左記診療科のすべ
ての医師

144 診療所 医療法人坂根医院 636-0346
奈良県磯城郡田原本町矢
部337-1

0744-34-3300
http://www.eonet.ne.jp/~

sakane-clinic/
○ ○

内科
小児科

坂根 俊輔

http://www.heisei-h.or.jp/
http://www.heisei-h.or.jp/
https://ishikawaiin.jp/
https://www.fureai-net.com/
https://www.fureai-net.com/
http://kobayashiclinic.jp/
http://www.kimura-naikaclinic.com/index.html
http://www.kimura-naikaclinic.com/index.html
http://www.kimura-naikaclinic.com/index.html
https://suzuki-kodomo-clinic.com/
https://suzuki-kodomo-clinic.com/
http://www.tsujimurahp.jp/
http://www.tsujimurahp.jp/
https://www.city.uda.nara.jp/udacity-hp/
https://www.city.uda.nara.jp/udacity-hp/
http://www.yoshii-seikei.or.jp/
https://www.kokuho-hp.or.jp/
https://www.kokuho-hp.or.jp/
http://www.eonet.ne.jp/~sakane-clinic/
http://www.eonet.ne.jp/~sakane-clinic/


145 診療所 忠岡医院 635-0343
奈良県磯城郡田原本町秦
之庄456-8

0744-32-2629 ○ ○
内科

小児科
忠岡信一郎

146 診療所 医療法人小嶌内科小児科 636-0342
奈良県磯城郡田原本町三
笠17番地の8

0744-33-0933
http://www.kojima-

clinic.info/
○ ○

内科
小児科

小嶌秀之 国保中央病院

147 診療所
曽爾村国民健康保険診療

所
633-1201

奈良県宇陀郡曽爾村大字
伊賀見43-1

0745-94-2212 × ○ 内科 岩井　紗希

148 診療所
医療法人鎌田医院田園診

療所
637-0093

奈良県五條市田園三丁目
11-10

0747-26-1150
http://www.kamadaiin.co

m/
○ ○ 内科 鎌田勝三郎 南奈良総合医療センター

149 診療所 賀名生診療所 637-0104
奈良県五條市西吉野町屋
那瀬13

0747-32-0525 ○ ○ 内科 鎌田勝三郎 南奈良総合医療センター

150 診療所 医療法人中垣整形外科 637-0004 奈良県五條市今井4-3-1 0747-26-1233 × ○ 整形外科 中垣公男

151 診療所 医療法人　田仲医院 638-0821
奈良県吉野郡大淀町下渕
54-3

0747-52-0303
○　過去５年間
に当院に受診歴
のある方のみ

○
内科

小児科
田仲　達也　　　　　　
　田仲三世子

南奈良総合医療センター

152 診療所
野迫川村国民健康保険診

療所
637-0424

奈良県吉野郡野迫川村大
字中355番地の1

0747-37-2202 × ○ 総合診療科 天野　雅之 南奈良総合医療センター

153 診療所 中川医院 637-1554
奈良県吉野郡十津川村平
谷451

0746-64-0011 ○ ○
内科

小児科
中川順夫
中川貴之

154 診療所 十津川村小原診療所 637-1333
奈良県吉野郡十津川村大
字小原225番地の1

0746-63-0040
https://www.vill.totsukaw
a.lg.jp/life/health/iryoukik

an/
× ○

内科・外科・耳鼻
科・消化器内科・
小児科・整形外
科・

155 診療所 十津川村上野地診療所 637-1103
奈良県吉野郡十津川村上
野地264番地

0746-53-0207
https://www.vill.totsukaw
a.lg.jp/life/health/iryoukik

an/
× ○

内科・外科・耳鼻
科・消化器内科・
小児科・整形外
科・

神戸　大介

156 診療所
下北山村国民健康保険診

療所
639-3803

奈良県吉野郡下北山村大
字寺垣内1033

07468-6-0130
http://www.vill.shimokita
yama.nara.jp/kurashi/iryo

u8.html
× ○

内科
外科

小児科
田口　浩之 南奈良総合医療センター

http://www.kojima-clinic.info/
http://www.kojima-clinic.info/
http://www.kamadaiin.com/
http://www.kamadaiin.com/
http://www.vill.shimokitayama.nara.jp/kurashi/iryou8.html
http://www.vill.shimokitayama.nara.jp/kurashi/iryou8.html
http://www.vill.shimokitayama.nara.jp/kurashi/iryou8.html

