
天理市 （合計　16医療機関）
平成30年1月9日 現在

医療機関名（50音順） 所在地 電話番号 診療科

いのうえ内科クリニック 奈良県天理市富堂町147の3 0743-69-5525 内科、アレルギー科

うえつきクリニック 奈良県天理市守目堂町106-2 0743-68-0070 泌尿器科

うしお耳鼻咽喉科医院 奈良県天理市川原城町297-1 0743-62-2345 耳鼻科

鹿子木診療所 奈良県天理市櫟本町742番地2 0743-65-0140 内科

くらもと胃腸科医院 奈良県天理市川原城町704-3F 0743-68-2252 内科、外科、胃腸科、肛門科

クリニックせんざい 奈良県天理市杉本町175-6 0743-62-2111 内科、外科、小児科

クリニック野瀬 奈良県天理市川原城町110 0743-62-5515 皮膚科、形成外科

ささきクリニック 奈良県天理市丹波市町423 0743-69-5050 内科、循環器内科、リハビリ

白濱医院 奈良県天理市杉本町287-1 0743-63-2048 人工透析、整形外科、リハビリ

たかはしファミリークリ
ニック

奈良県天理市西井戸堂町439-5 0743-63-6688 内科、小児科、アレルギー科

寺西医院 奈良県天理市東井戸堂町426-6 0743-62-6655
内科、消化器内科、漢方診療、
禁煙外来

友永循環器医院 奈良県天理市川原城町275-1 0743-63-2882 内科、循環器内科

張田耳鼻咽喉科 奈良県天理市川原城町111-1 0743-63-4976 耳鼻科、形成外科

ふくしまクリニック 奈良県天理市指柳町311-3 0743-62-1120 内科、循環器内科

松山医院 奈良県天理市柳本町196-1 0743-67-7056 内科、小児科

宮城医院 奈良県天理市丹波市町302番地 0743-63-1114
内科、消化器内科、肛門科、外
科、外傷、整形外科、リハビリ



奈良市 （合計　117医療機関）
平成30年1月9日 現在

医療機関名（50音順） 所在地 電話番号 診療科

あそだ内科クリニック
奈良県奈良市芝辻町4丁目2-2
新大宮伝宝ビル5階

0742-35-2202 内科、循環器内科

阿部クリニック 奈良県奈良市学園南1-2-20 0742-44-5155 内科、循環器内科、リハビリ

あべ皮フ科クリニック 奈良県奈良市大安寺町515-2-101 0742-32-2066 皮膚科

あやめ池診療所 奈良県奈良市あやめ池南6丁目1番7号 0742-45-0460 整形外科、リハビリ、リウマチ科

有山整形外科 奈良県奈良市登美ヶ丘5丁目1-1 0742-52-1234
内科、外科、整形外科、リウマチ
科

飯田医院 奈良県奈良市三条添川町3-3 0742-34-0333 内科、外科

飯田眼科
奈良県奈良市西大寺東町2-1-63
サンワシティ西大寺3階

0742-35-2524 眼科

石﨑眼科医院 奈良県奈良市小西町21-2 0742-26-2091 眼科

石崎内科天満診療所
奈良県奈良市高畑町1073
中尾ビル102号

0742-27-3601 内科

いずみクリニック
奈良県奈良市西大寺国見町1-1
西大寺近鉄ビル1F

0742-52-2601 内科、小児科、放射線科

井谷眼科医院
奈良県奈良市西大寺南町1番3号
三和西大寺南町ビル8Ｆ

0742-45-7981 眼科

伊藤医院 奈良県奈良市南永井町377-3 0742-61-3677
内科、胃腸科、外科、小児科、
整形外科、放射線科

岩井内科クリニック 奈良県奈良市大宮町4丁目331-1 0742-33-3006 内科、消化器内科、胃腸科

岩佐クリニック 奈良県奈良市朝日町1丁目3-1 0742-40-3331 内科、外科、リハビリ

植山医院 奈良県奈良市朱雀5-11-12 0742-70-6555 内科、循環器内科

薄葉医院 奈良県奈良市古市町1823 0742-61-2072
内科、呼吸器内科、循環器内
科、消化器内科

江川内科消化器科医
院

奈良県奈良市杉ヶ町11-2
杉ヶ中町ビル1階

0742-24-9055
内科、消化器内科、胃腸科、呼
吸器内科

大熊眼科医院 奈良県奈良市高畑町1112 0742-22-5630 眼科

大橋耳鼻咽喉科 奈良県奈良市三条本町1番85号 0742-35-6860 耳鼻科

岡村産婦人科 奈良県奈良市西木辻町30-10 0742-23-3566 内科、小児科、産科、婦人科

奥医院 奈良県奈良市東城戸町53 0742-22-6133 内科

尾﨑二郎整形外科東
大寺前

奈良県奈良市川久保町19-1 0742-20-2601 外科、整形外科

学園南クリニック 奈良県奈良市学園大和町2-27 0742-51-9111
整形外科、リウマチ科、形成外
科、外科

鍜治田クリニック 奈良県奈良市北登美ケ丘3-12-15 0742-52-3001 内科、消化器内科

柏井クリニック 奈良県奈良市芝辻町4-13-3 0742-34-5451 泌尿器科、人工透析



かずさ眼科
奈良県奈良市西大寺栄町3丁目20番
ポポロビル2Ｆ

0742-35-5651 眼科

加藤眼科医院 奈良県奈良市法蓮町973-3 0742-22-5251 眼科

かなもり耳鼻咽喉科
奈良県奈良市西大寺東町2-1-63
サンワシティ西大寺3F

0742-36-0500 耳鼻科

かわたペインクリニック
奈良県奈良市学園北1-9-1
パラディⅡ5Ｆ

0742-53-1155
ペインクリニック、麻酔科、心療
内科・精神科、リハビリ

河原医院 奈良県奈良市中登美ヶ丘2丁目1981-105 0742-44-1795 整形外科、リハビリ

眼科松村医院 奈良県奈良市富雄北2-4-3 0742-45-7412 眼科

北岡クリニック 奈良県奈良市林小路町1-11 0742-23-9805 内科、循環器内科

喜多野医院 奈良県奈良市中筋町26番地 0742-23-2131 内科、耳鼻科、アレルギー科

きわもと泌尿器科クリ
ニック

奈良県奈良市押熊町547-1
忍熊ビル3Ｆ

0742-52-7850 泌尿器科

くがい整形外科 奈良県奈良市あやめ池北1-32-21-Ａ203 0742-81-3218 整形外科、リハビリ

楠原クリニック 奈良県奈良市小川町4 0742-26-0026
内科、循環器内科、糖尿病、内
分泌内科、外科、心臓血管外科

くらら耳鼻咽喉科
奈良県奈良市富雄元町3-1-15
グランドハイツあづま1F

0742-93-8089 耳鼻科

こうあん診療所
奈良県奈良市三条大路1-1-90
奈良セントラルビル1Ｆ

0742-32-0510 内科、外科、脳外科、リハビリ

河本眼科 奈良県奈良市富雄北1-3-2 0742-45-0363 眼科

こぎし眼科クリニック 奈良県奈良市押熊町1153-1 0742-53-3331 眼科

小嶌診療所 奈良県奈良市学園南3丁目4番24号 0742-49-1287 内科

こばやし耳鼻咽喉科
奈良県奈良市学園北1丁目9-1
パラディⅡ5Ｆ

0742-40-1133 耳鼻科

酒井内科医院 奈良県奈良市南京終町1-193-5 0742-63-0701 内科、消化器内科

坂口医院 奈良県奈良市瓦堂町6-1 0742-22-4514 内科、消化器内科、小児科

さかもと眼科 奈良県奈良市中登美ヶ丘3-2-103 0742-53-4641 眼科

さくらい悟良整形外科ク
リニック

奈良県奈良市鶴舞西町1-16
マツヨシビル2Ｆ

0742-81-9711 整形外科、リハビリ

さくら診療所 奈良県奈良市南京終町1丁目183-25 0742-50-1600 内科、眼科

佐保川診療所 奈良県奈良市今在家町38番地 0742-22-3201 内科

清水内科医院 奈良県奈良市朱雀4丁目1-26 0742-71-3599
内科、循環器内科、消化器内
科、小児科

新大宮診療所 奈良県奈良市芝辻町4-7-2 0742-33-7800 内科

しんのクリニック 奈良県奈良市恋の窪1丁目5番1号 0742-87-0577 内科、神経内科、リハビリ

すぎはら婦人科
奈良県奈良市中登美ケ丘6-3-3
リコラス登美ケ丘A棟3Ｆ

0742-46-4124 婦人科



すくすくこどもクリニック 奈良県奈良市菅原町648-1 0742-40-3939 内科、小児科

鈴木内科クリニック 奈良県奈良市西大寺本町5-8 0742-33-3786 内科

高の原メンタルクリニッ
ク

奈良県奈良市右京1-3-4 0742-72-2810 心療内科・精神科

高畑診療所 奈良県奈良市高畑町95-1 0742-23-3202 内科

高山クリニック 奈良県奈良市柏木町190-5 0742-35-9611 産科、婦人科

貴ヶ丘クリニックヤード
おかはし整形外科

奈良県奈良市三碓町3丁目11-1 0742-51-5111 整形外科、リハビリ

田北クリニック 奈良県奈良市佐紀町2 0742-36-5551 内科、消化器内科、外科

竹田クリニック 奈良県奈良市神功2-4-18 0742-71-3755 内科

竹村内科医院 奈良県奈良市椿井町33 0742-22-4617 内科、糖尿病

玉木耳鼻咽喉科
奈良県奈良市橋本町5
好生ビル2Ｆ

0742-26-6587 耳鼻科

ちえクリニック 奈良県奈良市柏木町519-21 0742-93-7412 産科、婦人科

つくだクリニック
奈良県奈良市三条本町1-2
JR奈良駅NKビルビル3階

0742-26-1567 心療小児科、小児精神科

つじもとクリニック
奈良県奈良市学園北2丁目1-5
ローレルコート学園前レジデンス施設棟1Ｆ

0742-51-7000 内科、消化器内科

つるはら耳鼻科 奈良県奈良市神殿町694-1 0742-64-3033 耳鼻科

寺崎クリニック 奈良県奈良市南城戸町67 0742-22-5091 内科、皮膚科、泌尿器科

富雄産婦人科 奈良県奈良市三松4丁目878番1 0742-43-0381 産科、婦人科

登美ケ丘クリニック 奈良県奈良市中登美ケ丘4丁目3番地 0742-41-6556 内科、小児科、リハビリ

中井医院 奈良県奈良市大宮町3丁目4番33号 0742-33-7785 内科、循環器内科

中岡内科クリニック
奈良県奈良市西大寺東町2丁目1番63号
サンワシティ西大寺3Ｆ

0742-32-3800
内科、消化器内科、小児科、放
射線科、病理診断科

なかがわ呼吸器科アレ
ルギー科医院

奈良県奈良市朱雀5-3-8 0742-70-5433 内科、呼吸器内科、緩和ケア

永田医院 奈良県奈良市芝辻町4-13-1 0742-34-7025
内科、外科、小児科、ペインクリ
ニック、麻酔科

永田眼科 奈良県奈良市宝来町北山田1147 0742-45-2230 眼科

なかむら小児科
奈良県奈良市学園北1-14-13
メディカル学園前3Ｆ

0742-43-7713 小児科

中村脳神経外科クリ
ニック

奈良県奈良市学園大和町2丁目125-5 0742-81-7774
内科、神経内科、外科、脳神経
外科、リハビリ

なないろクリニック 奈良県奈良市中山町西3丁目218 0742-52-0716 内科、循環器内科

奈良市立月ヶ瀬診療所 奈良県奈良市月ケ瀬尾山2790番地 0743-92-0030 内科、外科、小児科

ならやま診療所 奈良県奈良市右京3丁目2-2 0742-71-1000 内科、緩和ケア



なんぶ小児科アレル
ギー科

奈良県奈良市三条本町1-2ＪＲ
奈良駅ＮＫビル3Ｆ

0742-93-5220 小児科、アレルギー科

西浦クリニック 奈良県奈良市三条本町7-21 0742-23-0865
内科、総合診療、糖尿病、外
科、肛門科

西尾外科医院 奈良県奈良市あやめ池南1-7-7 0742-45-0002
内科、外科、麻酔科、放射線
科、肛門科

西奈良メディカルクリ
ニック

奈良県奈良市二名平野2-2148-2 0742-52-2110
内科、皮膚科、歯科、健康診断・
ドック

西村クリニック
奈良県奈良市四条大路1丁目1-30
東亜シティプラザ2F

0742-36-1241 内科、婦人科、皮膚科

にしやまクリニック
奈良県奈良市右京1丁目3-4
サンタウンプラザすずらん南館2Ｆ

0742-72-1122 内科、泌尿器科

西脇医院 奈良県奈良市菅原町506番地7 0742-44-8866 内科、小児科

西脇クリニック 奈良県奈良市東紀寺町2丁目7番13号 0742-27-3033 内科、胃腸科、外科、肛門科

はしもと内科
奈良県奈良市東向北町30番1
グランドカワイビル2階

0742-25-2828 内科、消化器内科

長谷整形外科クリニッ
ク

奈良県奈良市藤ノ木台4丁目6-4 0742-51-6777 整形外科、リウマチ科

浜田クリニック 奈良県奈良市学園南1丁目3-4 0742-45-9000
内科、循環器内科、内分泌内
科、眼科

林皮膚科クリニック 奈良県奈良市芝辻町2丁目10-26-102 0742-35-2054 皮膚科

はらだ医院 奈良県奈良市紀寺町607 0742-22-6817
内科、小児科、産科、婦人科、
漢方外来

東谷医院 奈良県奈良市南魚屋町37番地 0742-22-5731 内科、リウマチ科、アレルギー科

ひかりクリニック
奈良県奈良市学園北1-8-8
サンライトビル5Ｆ

0742-51-0051
内科、糖尿病、内分泌内科、心
療内科・精神科

ひばり往診クリニック 奈良県奈良市三碓6-9-23 0742-49-8700 内科

ひまわりクリニック 奈良県奈良市右京4丁目14-23 0742-72-1583
内科、循環器内科、心療内科・
精神科、形成外科

日吉耳鼻咽喉科クリ
ニック

奈良県奈良市中登美ヶ丘3-2
ローレルスクエア登美ヶ丘東館Ⅱ101号

0742-52-3871 耳鼻科

平岡整形外科
奈良県奈良市あやめ池北3丁目1-26
エミエールあやめ池2Ｆ

0742-41-0641 内科、整形外科、リウマチ科

福山医院 奈良県奈良市尼辻中町11-3 0742-33-5135 内科、消化器内科

前田医院 奈良県奈良市西新在家町2の6 0742-27-1233 内科、消化器内科

まえだ整形外科 奈良県奈良市紀寺町864-1 0742-24-5595 整形外科、リハビリ

まつお内科
奈良県奈良市中登美ヶ丘6-3-3
リコラス登美ヶ丘A棟3F

0742-52-8551 内科、消化器内科

三谷医院 奈良県奈良市神殿町171-4 0742-61-5057
内科、糖尿病内科、甲状腺内
科、血液内科

森川内科医院 奈良県奈良市登美ヶ丘1丁目2-16 0742-45-4877 内科、呼吸器内科、糖尿病

森田医院 奈良県奈良市高天市町32番地 0742-22-3836 内科、小児科

森田診療所 奈良県奈良市学園南1丁目2-1 0742-45-0603 内科、循環器内科



やぐら歯科内科 奈良県奈良市朱雀3丁目3-6 0742-95-5303
内科、内分泌内科、糖尿病、甲
状腺

安田医院 奈良県奈良市中山町西2-1052-50 0742-47-0156
内科、消化器内科、外科、肛門
外科、リハビリ

柳本医院 奈良県奈良市神功5-19-3 0742-72-0738 内科、神経内科

やまがた内科医院 奈良県奈良市法蓮町1095 0742-20-6220 内科、血液内科

やまだクリニック
奈良県奈良市あやめ池北1丁目32-21-Ａ
205

0742-81-3246 内科、消化器内科

大和診療所 奈良県奈良市大宮町2丁目6-9 0742-36-5600 内科

洋子レディースクリニッ
ク

奈良県奈良市学園大和町2-28 0742-51-1200 内科（女性のみ）、産科、婦人科

吉本医院 奈良県奈良市大宮町6-5-5 0742-33-5111 内科、腎臓内科

よねだ内科クリニック 奈良県奈良市学園大和町6-1542-382 0742-48-7310 内科、消化器内科

よもさ痛みのクリニック 奈良県奈良市四条大路5-1-55 0742-32-5550 内科、ペインクリニック

和田内科外科医院 奈良県奈良市六条緑町3丁目8-48 0742-41-2000 内科、外科



大和郡山市 （合計　26医療機関）
平成30年1月9日 現在

医療機関名（50音順） 所在地 電話番号 診療科

上田医院北和診療所 奈良県大和郡山市九条町362番地2 0743-53-3361
内科、循環器内科、小児科、リ
ハビリ、放射線科

おおさかクリニック 奈良県大和郡山市小泉町東3-6-1 0743-59-4411 内科、小児科、耳鼻科

大沢眼科 奈良県大和郡山市柳町70-1 0743-53-5067 眼科

おおはぎ眼科
奈良県大和郡山市高田町92-14
ハーベス大和郡山2階

0743-58-6800 眼科

おざきクリニック 奈良県大和郡山市九条町1311-1 0743-55-5510 内科、外科、小児科、リハビリ

かくたに内科消化器内
科

奈良県大和郡山市南郡山町520-18
マインド21ビル2階

0743-85-5477 内科、消化器内科

片桐民主診療所 奈良県大和郡山市新町305-92 0743-53-7550 内科、泌尿器科、整形外科

川本耳鼻咽喉科 奈良県大和郡山市高田町6-1 0743-54-0333 耳鼻科

小泉診療所 奈良県大和郡山市小泉町552 0743-52-3035
内科、消化器内科、整形外科、
放射線科

郡山いむらクリニック 奈良県大和郡山市田中町763番地 0743-55-0027 内科、皮膚科、健康診断・ドック

在宅支援いむらクリニッ
ク

奈良県大和郡山市田中町728番地 0743-55-0207 内科、外科、リハビリ、緩和ケア

志水眼科 奈良県大和郡山市筒井町1598-1 0743-59-4146 眼科

しんたく小児クリニック 奈良県大和郡山市天井町223-1 0743-59-5332 小児科

砂川医院 奈良県大和郡山市堺町72 0743-52-5394
内科、胃腸科、呼吸器内科、循
環器内科

田北医院 奈良県大和郡山市柳町3丁目35番 0743-52-5001 内科

辻村医院 奈良県大和郡山市柳町198 0743-52-2718 内科、産科、婦人科

豊原クリニック 奈良県大和郡山市九条町188-2 0743-51-1048
内科、消化器内科、糖尿病、肝
臓病

林医院 奈良県大和郡山市柳1丁目18-1 0743-52-4021
内科、婦人科、皮膚科、泌尿器
科

原整形外科 奈良県大和郡山市矢田山町59-8 0743-58-1155
整形外科、リハビリ、リウマチ
科、外科

藤井整形外科
奈良県大和郡山市柳町128-9
カイチビル2Ｆ

0743-55-6811 整形外科

松本眼科 奈良県大和郡山市小泉町東2丁目5-4 0743-57-7100 眼科

松本内科クリニック
奈良県大和郡山市高田町92-14
ハーベス2Ｆ

0743-53-8174 内科

森戸皮フ科クリニック 奈良県大和郡山市小泉町東1-6-4 0743-57-6600 皮膚科

矢田山診療所 奈良県大和郡山市矢田山町58 0743-53-7741 内科、循環器内科、消化器内科

山科皮膚科医院 奈良県大和郡山市高田町92-14 0743-53-8855 皮膚科



善本内科クリニック
奈良県大和郡山市野垣内町2-2
公団7号棟

0743-53-7888
内科、呼吸器内科、感染症内
科、アレルギー科



桜井市 （合計　24医療機関）
平成30年1月9日 現在

医療機関名（50音順） 所在地 電話番号 診療科

飯岡医院 奈良県桜井市芝351 0744-42-6144
内科、呼吸器内科、循環器内
科、外科、小外科

飯岡形成外科皮ふ科 奈良県桜井市川合259-5 0744-45-3278 皮膚科、形成外科

いぬい耳鼻咽喉科 奈良県桜井市三輪47-1 0744-44-5587 耳鼻科

植田医院 奈良県桜井市三輪496番地1 0744-42-6107 内科

上田クリニック 奈良県桜井市粟殿468-18 0744-43-2006 内科、女性内科、婦人科

大住診療所 奈良県桜井市桜井987 0744-42-1858
内科、消化器内科、外科、肛門
科、泌尿器科

奥山医院 奈良県桜井市三輪384 0744-42-6036 内科

菊川内科医院 奈良県桜井市桜井875番地 0744-46-2112 内科、消化器内科

きむら内科医院 奈良県桜井市桜井52-4 0744-42-2525 内科、循環器内科

共和リハビリテーション
診療所

奈良県桜井市桜井267-1 0744-45-5688 内科、整形外科、リハビリ

小池医院 奈良県桜井市外山1658 0744-42-0121 内科、胃腸科、外科、リハビリ

小阪医院 奈良県桜井市桜井547 0744-44-2580 内科、消化器内科

近藤眼科 奈良県桜井市桜井40 0744-42-2069 眼科

坂口クリニック
奈良県桜井市桜井194-2
駅前グリーンビル1Ｆ

0744-44-2888 内科、循環器内科

すずきこどもクリニック 奈良県桜井市上之庄710-1 0744-48-6700 小児科、アレルギー科

辻医院 奈良県桜井市巻野内226-1 0744-43-1555 内科、小児科、心療内科

とりい眼科 奈良県桜井市大字川合256-2 0744-46-1713 眼科

内藤医院 奈良県桜井市桜井996番地 0744-42-2138 内科、外科

西村医院 奈良県桜井市芝786-2 0744-42-6174 内科、小児科

のぞみ診療所 奈良県桜井市忍阪39-1 0744-43-3338
内科、消化器内科、肝臓病、胃
腸科、糖尿病、小児科

羽田医院 奈良県桜井市西之宮228-35 0744-43-2120
内科、循環器内科、消化器内科、老年
内科、アレルギー科、小児科、放射線科

森本整形外科クリニッ
ク

奈良県桜井市桜井1126-6 0744-43-3112 整形外科、リハビリ

吉江医院 奈良県桜井市東新堂83-1 0744-46-3340 内科、泌尿器科、人工透析

米田医院 奈良県桜井市桜井526 0744-46-0313
内科、呼吸器内科、アレルギー
科、小児科



橿原市 （合計　28医療機関）
平成30年1月9日 現在

医療機関名（50音順） 所在地 電話番号 診療科
明日香ウイメンズ・クリ
ニック

奈良県橿原市見瀬町607-2 0744-28-3511 婦人科

井上クリニック
奈良県橿原市内膳町1丁目1-11
U遊タウン1階

0744-29-1199
内科、循環器内科、外科、心臓
血管外科、皮膚科、リハビリ

うえは整形外科 奈良県橿原市白橿町2-2211-1 0744-51-0806 整形外科、リハビリ

おおすみ内科医院 奈良県橿原市石原田町160-6 0744-20-1108 内科、消化器内科、胃腸科

金田小児科 奈良県橿原市和田町13-2 0744-28-0943 小児科

木田クリニック 奈良県橿原市常盤町344-2 0744-24-6460 内科、消化器内科

きのした眼科クリニック
奈良県橿原市木原町213番7
K.MEDICAL SQUARE 2A

0744-20-3177 眼科

桐山医院 奈良県橿原市大軽町123 0744-28-3456 内科、循環器内科

クリニック神宮前
奈良県橿原市内膳町5丁目4-41
コンフォート八木1Ｆ

0744-23-8568 内科、循環器内科、放射線科

佐々木内科 奈良県橿原市小綱町5-36 0744-29-2828 内科、循環器内科、消化器内科

酢谷内科
奈良県橿原市久米町615
赤心ビル2F

0744-26-1555 内科、循環器内科

たかしま泌尿器科
奈良県橿原市内膳町1丁目1-5
大通口ビル3階

0744-26-2600 泌尿器科

ちゅうわ往診クリニック 奈良県橿原市内膳町4-43-6 0744-29-6661 内科、疼痛緩和内科

土居医院 奈良県橿原市山之坊町85-55 0744-24-0213 内科

にしべ眼科
奈良県橿原市内膳町5-2-30
OJビル4階

0744-21-2700 眼科

ふじい内科医院 奈良県橿原市曽我町849-3 0744-22-2427 内科、腎臓内科

藤原京クリニック 奈良県橿原市四分町23番地 0744-20-0311 内科、腎臓内科、人工透析

古田眼科
奈良県橿原市北八木町1丁目154番地の5
シャトー北八木ビル1階

0744-25-6621 眼科

まえだ耳鼻咽喉科クリ
ニック

奈良県橿原市北八木町3-4-32 0744-29-1133 耳鼻科、アレルギー科、漢方

宮本医院 奈良県橿原市葛本町364-1 0744-25-2881 内科、消化器内科、小児科

村田医院 奈良県橿原市曽我町1045-25 0744-24-4838
内科、消化器内科、循環器内科、外科、
小児科、皮膚科、整形外科、麻酔科

森医院 奈良県橿原市五条野町2294 0744-28-8800
内科、呼吸器内科、アレルギー科、消化
器内科、循環器内科、小児科

八嶌医院 奈良県橿原市内膳町2丁目1番30号 0744-22-2195 内科、糖尿病、在宅医療

山村クリニック
奈良県橿原市内膳町5-2-30
OJビル2Ｆ

0744-20-1758 内科、皮膚科、形成外科

山本クリニック 奈良県橿原市東坊城町202-1 0744-28-2205
内科、消化器内科、外科、腹部外
科、リハビリ、放射線科、肛門科



友愛会しらかしクリニッ
ク

奈良県橿原市白橿町2-2211-1 0744-51-0801 内科、小児科、人工透析

吉岡医院 奈良県橿原市八木町2-2-18 0744-25-5068 内科、皮膚科

吉川医院 奈良県橿原市中曽司町175 0744-22-0174
内科、小児科、リハビリ、放射線
科、アレルギー科



宇陀市 （合計　9医療機関）
平成30年1月9日 現在

医療機関名（50音順） 所在地 電話番号 診療科

加藤クリニック 奈良県宇陀市榛原長峯200-2 0745-82-8880
内科、循環器内科、消化器内
科、小児科

釜本眼科医院 奈良県宇陀市榛原区高萩台79-1 0745-82-7778 眼科

久保医院 奈良県宇陀市大宇陀区拾生1858 0745-83-0028 内科

城井内科医院 奈良県宇陀市榛原区下井足12-1 0745-96-9680
内科、代謝内科、糖尿病、消化
器内科、肝臓病

たかしま耳鼻咽喉科 奈良県宇陀市榛原萩原2843-26 0745-82-8711 耳鼻科

谷口内科医院 奈良県宇陀市榛原あかね台2-19-5 0745-82-5888
内科、消化器内科、呼吸器内科、循
環器内科、小児科、放射線科

鳥見眼科 奈良県宇陀市榛原萩原2552 0745-82-9876 眼科

山本診療所 奈良県宇陀市榛原ひのき坂2丁目1番地9 0745-82-6707
内科、外科、小児科、整形外
科、リハビリ

吉井整形外科医院 奈良県宇陀市榛原福地374-1 0745-82-2888 整形外科、リハビリ、リウマチ科



磯城郡 （合計　11医療機関）
平成30年1月9日 現在

医療機関名（50音順） 所在地 電話番号 診療科

あまい医院 奈良県磯城郡田原本町612 0744-33-3215
内科、胃腸科、外科、放射線
科、肛門科

池田医院 奈良県磯城郡川西町唐院398-1 0745-44-1818
内科、呼吸器内科、胃腸科、小
児科、放射線科

植山医院 田原本療院 奈良県磯城郡田原本町120 0744-32-2036
内科、循環器内科、胃腸科、小
児科、リハビリ

池田整形外科 奈良県磯城郡田原本町室町213 0744-33-1566 整形外科、リハビリ、放射線科

川西診療所 奈良県磯城郡川西町結崎452-98 0745-44-0103
内科、消化器内科、外科、小児
科

小阪内科クリニック 奈良県磯城郡田原本町新町52番地3 0744-32-2602 内科、循環器内科、消化器内科

小嶌内科小児科 奈良県磯城郡田原本町三笠17-8 0744-33-0933 内科、消化器内科、小児科

坂根医院 奈良県磯城郡田原本町矢部337-1 0744-34-3300 内科、呼吸器内科、緩和ケア

忠岡医院 奈良県磯城郡田原本町秦庄456-8 0744-32-2629 内科、循環器内科、小児科

中尾医院 奈良県磯城郡田原本町221-6 0744-32-2201 眼科

水野医院 奈良県磯城郡田原本町戎通2丁目183-7 0744-32-2401
内科、外科、消化器外科、小児
外科、肛門科、脳神経外科



その他（奈良県） （合計　92医療機関）
平成30年1月9日 現在

医療機関名（市町村別50音順） 所在地 電話番号 診療科

池田眼科医院 奈良県大和高田市南本町2-8 0745-52-2202 眼科

尾崎整形外科医院 奈良県大和高田市神楽190-5 0745-52-6458 整形外科、リハビリ、リウマチ

春日医院 奈良県大和高田市東中2-4-1 0745-23-8010 内科、呼吸器内科、小児科

田中医院
奈良県大和高田市幸町2-18
大和高田アーバンコンフォート1Ｆ

0745-23-7117
内科、外科、小児科、皮膚科、
泌尿器科、リハビリ

なかえ耳鼻咽喉科 奈良県大和高田市吉井350-1 0745-24-3311 耳鼻科

東辻医院 奈良県大和高田市永和町11-15 0745-52-2866 耳鼻科

山根整形外科 奈良県大和高田市幸町2-10 0745-21-1900 整形外科

わだばやし皮膚科 奈良県大和高田市今里町5-28-1Ａ 0745-52-1211 皮膚科

鎌田医院賀名生診療
所

奈良県五條市西吉野町屋那瀬13 0747-32-0525 内科、放射線科

鎌田医院田園診療所 奈良県五條市田園3丁目11番10号 0747-26-1150 内科、婦人科、乳腺外科

後藤医院 奈良県五條市本町1丁目7番23号 0747-22-2695 内科、小児科、産科、婦人科

阪口眼科 奈良県五條市住川町204 0747-24-0888 眼科

勝山内科医院 奈良県御所市中央通り1128 0745-62-6438 内科、循環器内科、小児科

清保医院 奈良県御所市98-1 0745-62-2021
内科、胃腸科、外科、肛門科、
整形外科、リハビリ、放射線科

堀江医院 奈良県御所市櫛羅735-2 0745-62-3059 内科、糖尿病

松村医院 奈良県御所市戸毛991 0745-67-0165 内科、呼吸器内科、小児科

森岡医院 奈良県御所市寺内町755-1 0745-64-2345 内科、小児科

山下医院 奈良県御所市三室110-1 0745-65-1033
内科、消化器内科、呼吸器内科、循
環器内科、小児科、皮膚科

石井クリニック 奈良県生駒市壱分町83-48 0743-76-2828 内科、消化器内科

宇山内科クリニック 奈良県生駒市東生駒2-207-120 0743-84-7149 内科、消化器内科

大塚医院 奈良県生駒市あすか野北1丁目2-12 0743-78-6770 内科、循環器内科、小児科

北浦医院東生駒診療
所

奈良県生駒市東生駒1丁目77-2 0743-74-1088 内科、循環器内科

さくらい眼科 奈良県生駒市真弓南2丁目6-5 0743-78-5533 眼科

鹿ノ台クリニック 奈良県生駒市鹿ノ台西1-1-8 0743-78-5681 内科

杉森内科胃腸科 奈良県生駒市東生駒4-398-166 0743-73-5596 内科、消化器内科



たかだこどもクリニック 奈良県生駒市山崎町21-28 0743-72-1661 小児科

つじもと医院 奈良県生駒市鹿ノ台東2丁目4-4 0743-61-5131 内科

林産婦人科登美ケ丘 奈良県生駒市鹿畑町55-1 0743-70-0339 産科、婦人科

山地眼科
奈良県生駒市谷田町870-2
中谷ビル3Ｆ

0743-74-9818
0743-74-5911

眼科

旭ヶ丘クリニック 奈良県香芝市旭ケ丘5-36-1 0745-71-5600 内科、人工透析

かわしま内科・外科・こ
どもクリニック

奈良県香芝市旭ケ丘2丁目30-4 0745-79-1155 内科、外科、小児科

さかもと小児科 奈良県香芝市上中544-1 0745-78-0987 小児科

谷山耳鼻咽喉科クリ
ニック

奈良県香芝市旭ケ丘5丁目36-14 0745-71-1133 耳鼻科、アレルギー科

永野整形外科クリニッ
ク

奈良県香芝市旭ヶ丘4丁目2番地1 0745-77-2121 整形外科

西本内科 奈良県香芝市旭ケ丘4丁目2-1 0745-71-2122
内科、総合内科、循環器内科、腎臓内科、代
謝内科、呼吸器内科、消化器内科

へんみ眼科クリニック
奈良県香芝市瓦口2309-1
I.B.グランド102

0745-71-1212 眼科

まえだ泌尿器科クリニッ
ク

奈良県香芝市下田西1-10-19
メディカルプラザ香芝3階

0745-78-0400 泌尿器科、性感染症内科

マミ皮フ科クリニック 奈良県香芝市真美ケ丘6-10 0745-77-9997 皮膚科

まるはしファミリークリ
ニック

奈良県香芝市五位堂3丁目436-1 0745-43-9240
内科、循環器内科、外科、小児
科

森本眼科
奈良県香芝市西真美1-5-1
プラザ西真美2002

0745-78-5775 眼科

山本内科医院 奈良県香芝市真美ケ丘1丁目14番28号 0745-77-3773
内科、呼吸器内科、アレルギー
科、小児科

よこた耳鼻咽喉科
奈良県香芝市下田西1-10-19
メディカルプラザ香芝2階

0745-78-7041 耳鼻科

板橋医院 奈良県葛城市北花内749-1 0745-69-5781 内科、小児科、眼科

鵜山医院 奈良県葛城市新庄16 0745-69-2070 内科、循環器内科、腎臓内科

しばたこどもクリニック 奈良県葛城市八川114番地3 0745-43-5222 小児科

関谷外科胃腸科 奈良県葛城市北花内692 0745-69-7800 外科、整形外科

堀内医院 奈良県葛城市忍海338-4 0745-62-2958 内科、小児科、ペインクリニック

山添村国民健康保険
波多野診療所

奈良県山辺郡山添村中峰山1028-1 0743-85-0005 内科、外科

山添村国民健康保険
東山診療所

奈良県山辺郡山添村桐山62-1 0743-86-0441 内科、小児科、整形外科

いしむら整形外科 奈良県生駒郡平群町三里385-2 0745-46-1468 整形外科、リハビリ

たなかクリニック 奈良県生駒郡平群町下垣内124番地 0745-45-1916 内科、神経内科

はしもとクリニック 奈良県生駒郡平群町三里384-1 0745-45-6003 内科、消化器内科



かないずみ胃腸科・内
科

奈良県生駒郡三郷町東信貴ケ丘1丁目8
番26号

0745-32-3739 内科、消化器内科、胃腸科

やわらぎクリニック
奈良県生駒郡三郷町立野南2丁目8番12
号

0745-31-6611
内科、総合診療、胃腸科、外科、整
形外科、リハビリ、健康診断・ドック

石崎整形外科内科 奈良県生駒郡斑鳩町興留5-10-28 0745-75-5258
内科、糖尿病、整形外科、リハビ
リ

かじもと眼科クリニック 奈良県生駒郡斑鳩町興留5-1-34 0745-51-5556 眼科

西和往診クリニック 奈良県生駒郡斑鳩町小吉田2-7-15 0745-70-0003
内科、老年内科、外科、脳外科、緩
和ケア、ペインクリニック、麻酔科

なんのレディースクリ
ニック

奈良県生駒郡斑鳩町興留5丁目14-8 0745-75-5623 産科、婦人科

ますなが皮フ科形成外
科

奈良県生駒郡斑鳩町興留4-10-15
野口ビル2Ｆ

0745-75-1277 皮膚科、形成外科

曽爾村国民健康保険
診療所

奈良県宇陀郡曽爾村伊賀見43-1 0745-94-2212
内科、外科、小児科、耳鼻科、
整形外科

こうの医院 奈良県高市郡高取町観覚寺1272-6 0744-52-4881 整形外科、リハビリ、東洋医学

明日香村国民健康保
険診療所

奈良県高市郡明日香村立部745 0744-54-3005 内科、外科、小児科、整形外科

安達内科医院 奈良県北葛城郡上牧町桜ヶ丘2-13-21 0745-32-0703
内科、呼吸器内科、消化器内
科、小児科、放射線科

井阪整形外科 奈良県北葛城郡上牧町片岡台2-13-12 0745-31-0130 整形外科

ゆりクリニック 奈良県北葛城郡上牧町大字上牧3336-5 0745-78-0205 内科

あらい眼科
奈良県北葛城郡王寺町久度2-3-1-201
りーべる王寺西館

0745-72-4113 眼科

岩田ペインクリニック内
科

奈良県北葛城郡王寺町王寺2-6-4
クレール吉田3F

0745-33-3100
内科、ペインクリニック、麻酔
科、頭痛（慢性）、漢方

うえだ耳鼻咽喉科
奈良県北葛城郡王寺町王寺2-6-4
クレール吉田3Ｆ

0745-72-8370 耳鼻科

王寺胃腸内科
奈良県北葛城郡王寺町舟戸1丁目1番10
号

0745-32-9396 内科、胃腸科、外科、肛門外科

王寺眼科耳鼻咽喉科
医院

奈良県北葛城郡王寺町久度5-2-12 0745-73-2332 眼科

王寺ステーション眼科
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4F

0745-72-1106 眼科

くまがい眼科 奈良県北葛城郡王寺町王寺2-8-20 0745-31-0191 眼科

酒井診療所
奈良県北葛城郡王寺町王寺2丁目2番5
号

0745-73-6000 外科、整形外科

武内クリニック
奈良県北葛城郡王寺町元町2丁目2479-
1

0745-72-1618
内科、消化器内科、外科、小児
科、整形外科、リハビリ

西川整形外科
奈良県北葛城郡王寺町畠田4-1-17
南王寺メディカルヴィラ2階

0745-73-6474
外科、整形外科、リハビリ、ペインク
リニック、麻酔科、リウマチ科

別府レディースクリニッ
ク

奈良県北葛城郡王寺町久度2-3-1
りーべる王寺西館305-2

0745-34-2000 婦人科、心療内科・精神科

牧浦皮膚泌尿器科 奈良県北葛城郡王寺町本町1-2-43 0745-32-0760 皮膚科、泌尿器科

南王寺診療所 奈良県北葛城郡王寺町畠田4-1-17 0745-72-2279 内科、リハビリ、健康診断・ドック

横尾皮膚科医院
奈良県北葛城郡王寺町久度2丁目3番1-
303号

0745-32-3636 皮膚科



石井医院
奈良県北葛城郡広陵町大字萱野677番
地1

0745-56-2030 内科

岡本クリニック 奈良県北葛城郡広陵町三吉542-2 0745-54-0001 内科、皮膚科、泌尿器科

近藤クリニック真美ヶ丘
腎センター

奈良県北葛城郡広陵町馬見北6丁目1番
8号

0745-55-7222
人工透析、内科、外科、肛門
科、皮膚科、泌尿器科

竹村医院 奈良県北葛城郡広陵町百済1327 0745-55-2373 内科、小児科、婦人科

西岡眼科 奈良県北葛城郡河合町中山台1-23-9 0745-32-6400 眼科

田仲医院 奈良県吉野郡大淀町下渕54-3 0747-52-0323
内科、循環器内科、消化器内
科、小児科、放射線科

中辻医院 奈良県吉野郡大淀町桧垣本104-2 0747-52-8586 内科、泌尿器科、人工透析

仲西整形外科 奈良県吉野郡大淀町新野71-1 0746-32-1801 整形外科、リハビリ、リウマチ科

ますだクリニック北野 奈良県吉野郡大淀町北野123-10 0746-32-8787 内科、皮膚科

みぞかみ内科 奈良県吉野郡大淀町土田321-1 0747-64-8728 内科、消化器内科

十津川村国民健康保
険小原診療所

奈良県吉野郡十津川村小原225-1 0746-63-0040
内科、消化器内科、外科、小児
科、耳鼻科、整形外科

中川医院 奈良県吉野郡十津川村平谷451 0746-64-0011
内科、糖尿病、消化器内科、小
児科

米田医院 奈良県吉野郡東吉野村小川704 0746-42-0025 内科、糖尿病、内分泌内科



伊賀市 （合計　17医療機関）
平成30年1月9日 現在

医療機関名（50音順） 所在地 電話番号 診療科

あきやま腎泌尿器科 三重県伊賀市服部町2丁目90-2 0595-44-6516 泌尿器科

浅野整形外科内科 三重県伊賀市比土字上ノ代3158番地1 0595-36-2550
整形外科、リハビリ、内科、胃腸
科、泌尿器科

猪木内科医院 三重県伊賀市小田町206-3 0595-21-8288
内科、循環器内科、消化器内
科、呼吸器内科

いまむら整形外科 三重県伊賀市久米町666 0595-21-3000 整形外科、リハビリ

おおすみ整形外科 三重県伊賀市柏野600-1 0595-45-1200 整形外科、リハビリ、リウマチ

大西医院 三重県伊賀市上野桑町1521番地 0595-21-0219 内科、外科

紀平医院 三重県伊賀市柘植町2033-2 0595-45-5470 内科

坂元皮フ科 三重県伊賀市平野城北町123 0595-24-4112 皮膚科

しもむら整形外科 三重県伊賀市小田町212 0595-26-2960 整形外科、リハビリ

城医院 三重県伊賀市別府162 0595-52-0017 内科、循環器内科

竹沢医院 三重県伊賀市島ケ原5879 0595-59-2019 内科

竹代クリニック 三重県伊賀市平野中川原557-3 0595-22-2300
内科、胃腸科、呼吸器内科、循
環器内科

谷本整形 三重県伊賀市上野車坂町620番地 0595-21-0934 整形外科

中井耳鼻咽喉科 三重県伊賀市四十九町1278-20 0595-23-1420 耳鼻科

にしうら眼科 三重県伊賀市平野城北町116 0595-26-3737 眼科

はくほうクリニック 三重県伊賀市平野西町66 0595-22-1187 耳鼻科

森田クリニック 三重県伊賀市上野玄蕃町219-1 0595-22-2233 内科、心療内科、アレルギー科



名張市 （合計　27医療機関）
平成30年1月9日 現在

医療機関名（50音順） 所在地 電話番号 診療科
秋山整形外科クリニッ
ク

三重県名張市蔵持町原出769番1 0595-62-7000 整形外科

東整形外科 三重県名張市桔梗が丘8-5-110 0595-65-2130 整形外科

上坂内科 三重県名張市赤目町丈六247-2 0595-64-8211
内科、呼吸器内科、アレルギー
科

うえなみ内科 三重県名張市鴻之台２番町30-2 0595-63-9321 内科

おおふち医院 三重県名張市梅が丘南1-208 0595-62-7800 内科、小児科

釜本医院 三重県名張市木屋町1386 0595-63-0345
内科、消化器内科、肝臓病、婦
人科

木野整形外科 三重県名張市桔梗が丘4-1-7 0595-67-1515 整形外科、リハビリ

久保耳鼻咽喉科クリ
ニック

三重県名張市桔梗が丘2-1-54 0595-65-7111 耳鼻科

すぎのクリニック 三重県名張市鴻之台２番町113-2 0595-62-1700 皮膚科、泌尿器科

武田産婦人科 三重県名張市鴻之台1-144 0595-64-7655 産科、婦人科

田合医院 三重県名張市木屋町815 0595-63-0271 耳鼻科

ちひろ内科クリニック 三重県名張市希央台４番町2番地3Ｆ 0595-41-0005 内科

名張よこやま眼科 三重県名張市桔梗が丘７-3-1813-14 0595-66-0007 眼科

信岡医院 三重県名張市桔梗が丘5-10-45 0595-65-0023
内科、総合内科、血液内科、小
児科

橋本胃腸科内科 三重県名張市蔵持町里3258番地の2 0595-61-3366 内科、消化器内科

福喜多眼科医院 三重県名張市桔梗が丘１番町4-70 0595-65-5251 眼科

福喜多耳鼻咽喉科 三重県名張市鴻之台3-34 0595-63-1133 耳鼻科

藤本産婦人科 三重県名張市平尾3068-9 0595-63-0995 産科、婦人科

堀井内科
三重県名張市桔梗が丘５番町4街区1番
地

0595-65-5355 内科

松田整形外科 三重県名張市鴻之台2番町68番地 0595-63-1711 整形外科

みらいのこどもクリニッ
ク

三重県名張市希央台四番町2番 4F 0595-62-3888 小児科

やすだクリニック 三重県名張市鴻之台１-15 0595-61-2332 内科、循環器内科

山尾医院 三重県名張市つつじが丘北４番町4番地 0595-68-1055 内科、循環器内科

やまがみ眼科 三重県名張市希央台4番町2 0595-62-0888 眼科

湯村内科 三重県名張市松崎町1343-1 0595-61-1212
内科、循環器内科、呼吸器内
科、消化器内科



百合が丘クリニック 三重県名張市百合が丘東１番町14番地 0595-64-2000
内科、東洋医学、小児科、アレ
ルギー科

わたなべ整形外科医院 三重県名張市東町1786-4 0595-64-1115 整形外科、リハビリ



その他（三重県） （合計　0医療機関）
平成30年1月9日 現在

医療機関名（50音順） 所在地 電話番号 診療科



木津川市 （合計　11医療機関）
平成30年1月9日 現在

医療機関名（50音順） 所在地 電話番号 診療科

いとうクリニック 京都府木津川市木津池田34-6 0774-71-5511 泌尿器科、人工透析

いわたレディースクリ
ニック

京都府木津川市相楽台1-1-1
イオン高の原SC3F

0774-39-3999 婦人科

兎本眼科 京都府木津川市加茂町里西鳥口10-2 0774-76-3200 眼科

小石眼科医院 京都府木津川市木津町内垣外74 0774-72-0077 眼科

こいし整形外科 京都府木津川市州見台8丁目4-8 0774-73-5738 整形外科、リハビリ

中島整形外科 京都府木津川市吐師南中条5-1 0774-71-4343 整形外科、リハビリ

林こころのクリニック
京都府木津川市木津駅前1-23
フロント木津2Ｆ

0774-75-2777 心療内科・精神科

松森内科医院 京都府木津川市木津川原田27-3 0774-73-0669
内科、消化器内科、内分泌代謝
内科

安田眼科
京都府木津川市相楽台1-1-1
インモール高の原3階

0774-71-8271 眼科

柳沢診療所 京都府木津川市山城町上狛東作り道5-1 0774-86-2051 内科

やました小児科医院 京都府木津川市兜台7丁目10番地7 0774-73-6873 小児科



相楽郡 （合計　6医療機関）
平成30年1月9日 現在

医療機関名（50音順） 所在地 電話番号 診療科

おく内科医院
京都府相楽郡精華町桜が丘3-2-1
エスペローマ高の原ウエスト1番館1F

0774-72-7023
内科、リウマチ科、糖尿病、代謝
内科、消化器内科

鈴木耳鼻咽喉科医院
京都府相楽郡精華町祝園西1-24-3
祝園駅西医療ビル2F

0774-98-4033 耳鼻科

平田内科医院 京都府相楽郡精華町光台7丁目14-3 0774-95-3400 内科、消化器内科・循環器内科

松川耳鼻咽喉科医院 京都府相楽郡精華町桜が丘4丁目24-17 0774-72-8851 耳鼻科

みう眼科クリニック 京都府相楽郡精華町桜が丘4-24-11 0774-72-1120 眼科

山本整形外科
京都府相楽郡精華町祝園西1丁目24番
地

0774-98-3555 整形外科



その他（京都府） （合計　1医療機関）
平成30年1月9日 現在

医療機関名（50音順） 所在地 電話番号 診療科

今井内科胃腸科医院
京都府京都市中京区両替町通
丸太町下る西方寺町161

075-231-2698 内科、消化器内科




