
協力医療機関一覧（令和元年10月2日現在）
医療機関名 氏名 電話番号

大和高田市 東中２－４－１ 医療法人　春日医院 春日　宏友　 0745-23-8010
大和高田市 永和町１１－１５ 東辻医院 東辻　英郎 0745-52-2866
大和高田市 神楽２－１２－３４ 医療法人　黄クリニック 黄　正一 0745-24-3535
大和高田市 土庫１－３－２２ 医療法人　きむクリニック 金　東実 0745-24-7070
大和高田市 日之出町１２－３ 社会医療法人健生会　土庫病院 横山　知司 0745-53-5471
大和高田市 幸町２－１８　大和高田アーバンコンフォート１Ｆ 医療法人田中医院 田中　重人 0745-23-7117
大和高田市 根成柿１５１－１ 中井記念病院 中井　謙之 0745-21-1100
大和高田市 東三倉堂町８番１２号 長澤内科外科医院 長澤　貴志 0745-53-3320
大和高田市 片塩町６－１６ 医療法人　酒本医院 酒本　將稔　 0745-52-3603
大和高田市 内本町１３－１３ 西澤医院 西澤　文男 0745-52-2266
大和高田市 磯野北町１番１号 大和高田市立病院 岡村　隆仁 0745-53-7188
大和高田市 日之出町１３番３号 社会医療法人　健生会　土庫こども診療所 横山　知司 0745-23-1682
大和郡山市 泉原町１－１３４ 松岡内科医院 松岡　弘樹 0743-53-6056
大和郡山市 矢田山町５８ 矢田山診療所 中川　義仁 0743-53-7741
大和郡山市 野垣内町２－２　郡山駅前団地７号棟 善本内科クリニック 善本　英一郎 0743-53-7888
大和郡山市 南郡山町５２０－１　近鉄郡山駅前ビル　マインド２１　７階 山本耳鼻咽喉科医院 山本　裕幸 0743-54-3967
大和郡山市 高田町９２－１４　ハーベス２F 松本内科クリニック 松本　光弘 0743-53-8174
大和郡山市 今国府町３８５－１ 医療法人　カワサキ内科 川崎　恭 0743-58-3736
大和郡山市 小泉町東３－６－１ おおさかクリニック 大坂　幸子 0743-59-4411
大和郡山市 本庄町１－１ 医療法人青心会　郡山青藍病院 野中　家久 0743-56-8000
大和郡山市 小泉町５５２ 医療法人岡谷会　小泉診療所 井戸　芳樹 0743-52-3035
大和郡山市 新町３０５－９２ 医療法人岡谷会　片桐民主診療所 井戸　芳樹 0743-53-7550
大和郡山市 九条町３６２番地２ 医療法人上田医院　上田医院北和診療所 上田　明美 0743-52-3501
大和郡山市 九条町１３１１－１ 医療法人おざきクリニック　 尾崎　謙一 0743-55-5510
大和郡山市 矢田町通１９ 三橋仁美レディースクリニック 三橋仁美 0743-51-1135
大和郡山市 堺町７２番地 医療法人砂川医院 砂川　正興 0743-52-5394
大和郡山市 椎木町７６９－３ 医療法人厚生会　奈良厚生会病院 田村　雅彦 0743-56-5678
大和郡山市 藤原町２－１８平井ビル１階 にしざき内科クリニック 西崎　和彦 0743-85-5251
大和郡山市 本庄町２４７－１ 医療法人医昌会　まつたハートクリニック 松田　昌浩 0743-57-0202
大和郡山市 額田部北町４７９－３ 牧浦内科 牧浦　宏男 0743-57-6595
大和郡山市 朝日町１－６２ 独立行政法人地域医療機能推進機構　大和郡山病院 松村　正彦 0743-53-1111
天理市 川原城町７０４－３F 医療法人くらもと胃腸科医院 藏本　一 0743-68-2252
天理市 指柳町３１１－３ 医療法人ふくしまクリニック 福島　猛 0743-62-1120
天理市 丹波市町３０２ 医療法人宮城会　宮城医院 宮城　信行 0743-63-1114
天理市 川原城町２７５－１　松尾ビル２階 医療法人　友永循環器医院 友永　轟 0743-63-2882
天理市 西井戸堂町４３９－５ 医療法人たかはしファミリークリニック 高橋　泰生 0743-63-6688
天理市 指柳町２５６－１１ ころころこどもクリニック 吉村　真一郎 0743-69-5656
天理市 中之庄町４７０ 医療法人健和会　奈良東病院 鉄村　信治 0743-65-1771
天理市 西長柄町１６３ 小林クリニック 小林　豊樹 0743-66-0300
天理市 丹波市町４２３ ささきクリニック 佐々木弥寿延 0743-69-5050
天理市 田井庄町６８６ よしこクリニック 横田　義子 0743-69-5100
天理市 川原城町１１１－１ 医療法人裕雅会　張田耳鼻咽喉科 張田　裕 0743-63-4976
天理市 富堂町３００－１１ 天理市立メディカルセンター 高井　重郎 0743-63-1821
天理市 柳本町1102番地 医療法人　髙宮会　髙宮病院 髙宮　晋一 0743-67-1605
橿原市 内膳町５－２－３０　OJビル２階 医療法人　山村クリニック 山村　光一 0744-20-1758

医療機関所在地



橿原市 内膳町１－１－１１　Ｕ遊タウン１階 井上クリニック 井上　毅 0744-29-1199
橿原市 曽我町８４９－３ 医療法人藤井会　ふじい内科医院 藤井　謙裕 0744-22-2427
橿原市 見瀬町６７１－１ 医療法人豊生会　森下内科医院 森下　豊 0744-28-1131
橿原市 五条野２２９４ 医療法人風天会　森医院 森　啓 0744-28-8800
橿原市 木原町２６－１ さかもとクリニック 坂本　光明 0744-20-2222
橿原市 東坊城町２０２－１ 医療法人雅会　山本クリニック 山本　雅敏 0744-28-2205
橿原市 北八木町３－４－３２ まえだ耳鼻咽喉科クリニック 前田　稔彦 0744-29-1133
橿原市 内膳町１－１－５　大通口ビル２Ｆ 医療法人彩雲会　辻本内科医院 辻本　正之 0744-22-0777
橿原市 菖蒲町４－９－１６ 医療法人　下里クリニック 下里　直行 0744-28-2211
橿原市 大軽町１２３ 医療法人　桐山医院 桐山　邦徳 0744-28-3456
橿原市 内膳町４－４－２６ 酒本産婦人科医院 酒本　吉俊 0744-25-3389
橿原市 木原町２１３－７　K.メディカルスクエア１階 武田内科医院 武田　研一 0744-47-2369
橿原市 内膳町５－４－４１　コンフォート八木１F クリニック神宮前 髙見　武志 0744-23-8568
橿原市 木原町２３０－１ 辻本内科メンタルクリニック 辻本　博一 0744-20-3228
橿原市 中曽司町１７５ 医療法人　吉川医院 吉川　昇 0744-22-0174
橿原市 中曽司町７５－１ 医療法人　松谷医院 松谷　恵一 0744-29-1180
橿原市 葛本町３６４－１ 医療法人博洋会　宮本医院 宮本　洋二 0744-25-2881
橿原市 内膳町１－１－５　大通口ビル３階 たかしま泌尿器科 高島　健次 0744-26-2600
橿原市 新口町１１９－３ 飛鳥川クリニック 水本　領 0744-23-0200
橿原市 見瀬町６０７－２ 医療法人ますだ産婦人科　明日香ウイメンズ・クリニック 増田　隆昭 0744-28-3511
橿原市 山之坊町６９－１ 医療法人社団誠医会　安東内科医院 安東　範明 0744-24-8628
橿原市 木原町２３０－１ 奈良県医療福祉生活協同組合　みみなし診療所 仲宗根　迪子 0744-23-5722
橿原市 常盤町３４４－２ 木田クリニック 木田　肇 0744-24-6460
橿原市 久米町４２１－１ 医療法人　たなせ医院 棚瀬　真宏 0744-28-7605
橿原市 久米町６１５　赤心ビル２F 酢谷内科 酢谷　俊夫 0744-26-1555
橿原市 葛本町７０１ 医療法人ひのうえ会　樋上病院 樋上　謙士 0744-23-1185
橿原市 四分町２３ 医療法人康成会　藤原京クリニック 堀井　康弘 0744-20-0311
橿原市 北妙法寺町５２１ 阪口クリニック 阪口　晃行 0744-25-7272
橿原市 上品寺町３８０－２２ 医療法人　菊川医院 菊川　政男 0744-23-0202
橿原市 新賀町８７－１ ゆうけいの里クリニック 森村　佳史 0744-21-1223
橿原市 内膳町５丁目３－５　コスモ大和八木１Ｆ 医療法人竹川内科クリニック 竹川　隆 0744-22-0028
橿原市 北八木町３丁目５０－１ 西岡医院 西岡　久之 0744-22-2606
橿原市 膳夫町４７７－１９ 医療法人雄信会　クリニック吉田 吉田　佳嗣 0744-23-6688
橿原市 曽我町１０６３－６ ますが診療所 浦　達哉 0744-26-0500
橿原市 川西町１５９－１ 増田整形外科 増田　宗義 0744-27-8101
橿原市 八木町２－２－１８ 吉岡医院 吉岡　邦則 0744-25-5068
橿原市 常盤町５３９－１ ときわクリニック 澤田　宗生 0744-25-6655
橿原市 山之坊町８５－５５ 土居医院 土居　通明 0744-24-0213
橿原市 和田町１３－２ 金田小児科医院 金田　美喜夫 0744-28-0943
橿原市 木原町７７－１ 医療法人一路会　錦織病院 錦織　方人 0744-29-5600
橿原市 四分町２－１　うねびクリニックモール１Ｆ 医療法人さくら会　うねび内科クリニック 木村　嘉宏 0744-20-2555
橿原市 八木町１－７－３０ 医療法人進羽会　橋本クリニック 橋本　浩 0744-20-3133
橿原市 曽我町１０４５－２５ 医療法人　村田医院 村田　熙子 0744-24-4838
橿原市 菖蒲町３－２－３ 医療法人　中尾医院 中尾　重紀 0744-27-4575
橿原市 内膳町２－１－３０ 医療法人芳隆会　八嶌医院 八嶌　功 0744-22-2195
橿原市 光陽町１００番地の２１ 医療法人　西井会　西井クリニック 西井　勤 0744-26-6815
橿原市 白橿町２－３１－１２ 笠原内科医院 笠原　晋一 0744-27-0083



橿原市 小綱町５－３６ 佐々木内科 佐々木　嘉彦 0744-29-2828
桜井市 粟殿４６８－１８ 上田クリニック 上田　浩 0744-43-2006
桜井市 慈恩寺１０５３－１ 吉川医院 吉川　光顯 0744-42-4064
桜井市 桜井９８７ 大住診療所 大住　寛二 0744-42-1858
桜井市 桜井５２－４ きむら内科医院 木村　元洋 0744-42-2525
桜井市 桜井５４７ 青葉会　小阪医院 小阪　忍 0744-44-2580
桜井市 芝３５１ 医療法人飯岡会　飯岡医院 飯岡　昭子 0744-42-6144
桜井市 大字桜井９７３ 医療法人社団清心会　桜井病院 吉岡　忠亮 0744-43-3541
桜井市 西之宮２２８－３５ 羽田医院 羽田　龍彦 0744-43-2120
桜井市 阿部５５０ 医療法人幸仁会　木下医院 木下　國浩 0744-42-4053
桜井市 三輪３８１ 山添医院 山添　裕康 0744-42-6348
桜井市 三輪４９６番地１ 医療法人医眞会　植田医院 植田　佳秀 0744-42-6107
桜井市 粟殿４６６－２ 千森医院 千森　正和 0744-43-8088
桜井市 巻野内２２６－１ 辻医院 赤松　幸余 0744-43-1555
桜井市 桜井８７５ 医療法人菊川内科医院 菊川　政次 0744-46-2112
桜井市 上之庄７１１－１ のぐちクリニック 野口　博史 0744-47-2355
桜井市 忍阪３９－１ 医療法人飯岡会　のぞみ診療所 飯岡　昭子 0744-43-3338
桜井市 三輪３８４ 奥山医院 奥山　節彦 0744-42-6036
桜井市 外山１６５８ 小池医院 小池　洋一 0744-42-0121
桜井市 戒重２０６ 医療法人新和会　岡本内科こどもクリニック 岡本　和美 0744-42-4152
桜井市 大字東新堂８３番地の１ 医療法人　優心会　吉江医院 吉江　貫 0744-46-3340
桜井市 川合２６８ 内藤内科医院 内藤　雅裕 0744-42-0211
桜井市 谷２４０－１ 小西橋医院 澤西　正 0742-42-2290
桜井市 大福２４０－１ 社会医療法人健生会　大福診療所 横山　知司 0744-42-3059
五條市 本町１－７－２３ 医療法人社団恵生会　後藤医院 後藤　寛 0747-22-2695
五條市 中之町１７７１番地の３３ 杉﨑医院 杉﨑　俊照 0747-24-0003
五條市 今井２－２－１２ 医療法人　岩井内科・皮膚科 岩井　務 0747-26-1212
五條市 田園３－１１－１０,１１－９ 医療法人　鎌田医院田園診療所 鎌田　勝三郎 0747-26-1150
五條市 西吉野町賀名生那瀬１３ 医療法人　鎌田医院賀名生診療所 鎌田　勝三郎 0747-32-0525
御所市 １３４７ 吉村診療所 吉村　緑 0745-62-2037
御所市 ９８－１ 清保医院 西川　勝秀 0745-62-2021
御所市 １８０－１４ 医療法人友愛会　沢田医院 沢田　泉 0745-62-0801
御所市 柿ヶ坪６８７ 西川医院 西川　潔 0745-62-2080
御所市 ７５５－１ 森岡医院 森岡　敏一 0745-64-2345
御所市 東松本８－１　ATYビル２F 医療法人吉川会　吉川耳鼻咽喉科 吉川　恒男 0745-62-3387
御所市 東松本８－１ＡＴＹビル１Ｆ 医療法人吉川会　吉川診療所 吉川　佳嗣 0745-63-2323
御所市 櫛羅７３５－２ 堀江医院 堀江　浩章 0745-62-3059
御所市 三室２０ 社会福祉法人恩賜財団　済生会御所病院 中山　正一郎 0745-62-3585
御所市 御門町６９１ 上島医院 上島　浩 0745-63-2378
御所市 西寺田１５０－２ 医療法人　七浦医院　 七浦　高志 0745-66-0261
生駒市 壱分町８３－４８　スーパー中村屋内 石井クリニック 石井　禎暢 0743-76-2828
生駒市 東生駒４－３９８－１６６ 杉森内科胃腸科 杉森　清孝 0743-73-5596
生駒市　 南田原町１９７７　池原設備工業ビル１F 溝口医院 溝口　精二 0743-78-6640
生駒市 東新町４－２０　石丸ビル１０１ 医療法人　好川婦人科クリニック 好川　元庸 0743-75-8600
生駒市 真弓４－４－７ はぎはらクリニック 萩原　洋司 0743-71-2720
生駒市 谷田町８８１－１ きくち診療所 菊池　美和 0743-74-8533
生駒市 俵口町７４１ 医療法人和幸会　阪奈中央病院 栗岡　隆顕 0743-74-8660



生駒市 元町１－１３－１　生駒駅前グリーンヒルいこま４階 医療法人　阿部診療所 阿部　邦昭 0743-74-7277
生駒市 西旭ヶ丘１３－１８ 医療法人　松井小児科 松井　賀世子 0743-74-2705
生駒市 ひかりが丘１丁目１番１号 マツオメディカルクリニック 松尾　宰子 0743-70-0151
生駒市 小平尾町４－１－１ 内科・循環器科木下クリニック 木下　勲 0743-76-2318
生駒市 山崎町２１－２８ たかだこどもクリニック 髙田　慶応 0743-72-1661
生駒市 小瀬町５９－１ 医療法人植田医院 植田　洋明 0743-77-8013
生駒市 鹿ノ台東２丁目４－４ 医療法人　つじもと医院　 逵本　徹 0743-61-5131
生駒市 本町１番７号 医療法人学芳会　倉病院 倉　一彦 0743-73-4888
生駒市 東松ヶ丘１７－８ 医療法人生火会　松宮医院 松宮　禎介 0743-71-8700
生駒市 東生駒１－７７－５ 竹内小児科 竹内　大志 0743-75-5147
生駒市 高山町４２６１－１ 医療法人社団有山会　有山診療所 有山　武志 0743-78-0075
生駒市 小明町５５４－１　西口ビル１Ｆ 医療法人　山上内科医院 山上　正仁 0743-72-1300
生駒市 俵口町１１１３－１１ 佐道医院 佐道　三郎 0743-73-4783
生駒市 白庭台６－１０－１ 医療法人社団松下会　白庭病院 松下　宗嗣 0743-70-0022
生駒市 南田原町３７７ 医療法人　田原クリニック 石田　眞知子 0743-78-1077
生駒市 中菜畑２－１１０９－１ エイコクリニック 田中　瑩子 0743-72-6610
生駒市 谷田町８５０－４　谷田ビル２F 医療法人　牧之段内科 牧之段　潔 0743-74-0330
香芝市 五位堂５－１５５ 医療法人　澤田医院 澤田　健史 0745-76-2177
香芝市 五位堂３－４３６－１　アンタレス五位堂１階 まるはしファミリークリニック 丸橋　裕之 0745-43-9240
香芝市 下田西４－２０３－１ 医療法人　下田診療所 松岡　秀治 0745-77-2613
香芝市 旭ヶ丘４－２－１ 西本内科 西本　和央 0745-71-2122
香芝市 磯壁３－４０－１ 香芝・村尾クリニック 村尾　吉規 0745-78-5810
香芝市 鎌田４６４－３ かまだ医院 鎌田　喜代志 0745-77-1118
香芝市 旭ヶ丘２－３０－４ かわしま内科・外科こどもクリニック 川嶋　健 0745-79-1155
香芝市 下田西１－１０－１７　アバンギャルド１F 医療法人　和田クリニック 和田　虎三 0745-78-1700
香芝市 上中８３９ 社会医療法人高清会　香芝旭ヶ丘病院 北川　洋 0745-77-8101
香芝市 穴虫１０５５－１ 医療法人輝心会　加藤クリニック 加藤　隆行 0745-71-5677
香芝市 穴虫３３００番地３ 医療法人藤井会　香芝生喜病院 藤井　弘史 0745-71-3113
香芝市 今泉７－１ 安田医院　 安田　志郎 0745-71-7100
香芝市 穴虫１０６ 堀川医院 堀川　巳清 0745-77-1197
香芝市 磯壁４－１６２－１ 医療法人枡岡診療所 枡岡　進 0745-76-7678
香芝市 畑４－５３８－１ 佐々木クリニック 佐々木　貞雄 0745-78-7027
香芝市 西真美１－５－１プラザ西真美２００１号 医療法人千幸会　片岡医院 片岡　由幸 0745-78-1818
香芝市 逢坂７－１３０ 医療法人藤田会　藤田産婦人科 藤田　正之 0745-78-4103
香芝市 下田西１丁目６番１２号 医療法人　博友会　みちのクリニック 道野　博史 0745-79-8723
葛城市 八川１５３－１ 山本医院 山本　忠彦 0745-48-1231
葛城市 北花内７４９－１ 板橋医院 板橋　武彦 0745-69-5781
葛城市 新庄１６ 医療法人　鵜山医院 鵜山　光仁 0745-69-2070
葛城市 長尾９４ 医療法人　玉井医院 玉井　精雄 0745-48-6086
葛城市 北花内６１６－１ 医療法人友愛会　かつらぎクリニック 沢田　泉 0745-69-0801
葛城市 新庄１１９ 医療法人小泉医院 小泉　雅紀 0745-69-2501
葛城市 北花内６９２ 関谷外科胃腸科 関谷　直 0745-69-7800
葛城市 當麻４０－２ 医療法人　下村医院 下村　彰宏 0745-48-2522
葛城市 忍海３３８－４ 医療法人　堀内医院 堀内　忠樹 0745-62-2958
宇陀市 榛原下井足１２－１ 医療法人智光会　城井内科医院 城井　啓 0745-96-9680
宇陀市 大宇陀拾生１８５８ 久保医院 久保　良一 0745-83-0028
宇陀市 榛原ひのき坂２－１－９ 医療法人　山本診療所 山本　泰雄 0745-82-6707



宇陀市 室生大野２２５３ 福井療院 福井　義晃 0745-92-2006
宇陀市 室生田口元上田口２０５４ 宇陀市国民健康保険直営田口診療所 宇陀市長 0745-93-2101
宇陀市 室生上笠間２９８２－１ 宇陀市国民健康保険直営東里診療所 宇陀市長 0745-92-3741
宇陀市 榛原萩原２８４３－２６ たかしま耳鼻咽喉科 髙島　忠義 0745-82-8711
宇陀市 榛原福地３７４－１ 医療法人　吉生会　吉井整形外科医院 吉井　次郎 0745-82-2888
宇陀市 菟田野松井７番地の１ 医療法人拓誠会　辻村病院 辻村　貴弘 0745-84-2133
宇陀市 榛原長峯２００－２ 医療法人　豊生会　加藤クリニック 森下　豊 0745-82-8880
山辺郡 山添村大字中峰山１０２８－１ 山添村国民健康保険波多野診療所 山添村長 0743-85-0005
山辺郡 山添村大字桐山６２－１ 山添村国民健康保険東山診療所 山添村長 0743-86-0441
山辺郡 山添村大字三ヶ谷９７０ 山添村国民健康保険豊原診療所 山添村長 0743-87-0003
山辺郡 山添村大西５０２－１ 医療法人正和会　野村医院 野村　信介 0743-85-0439
生駒郡 平群町下垣内１２４ 医療法人緑会　たなかクリニック 田中　みどり 0745-45-1916
生駒郡 平群町椿井７３４－１ 医療法人愛信会　芝田内科クリニック 芝田　克範 0745-46-3236
生駒郡 平群町菊美台１－７－５　宝栄辰巳ビル２階・１ 松井内科 松井　一哲 0745-45-8837
生駒郡 平群町菊美台１－１０－１３ 医療法人康成会　菊美台クリニック 堀井　康弘 0745-46-2221
生駒郡 三郷町勢野東４－１４－１ 医療法人　紀川会　紀川医院 紀川　伊克 0745-31-5155
生駒郡 三郷町立野南２丁目８番１２号 医療法人やわらぎ会　やわらぎクリニック 北　廣美 0745-31-6611
生駒郡 三郷町東信貴ヶ丘１－８－２６ 医療法人金泉会　かないずみ胃腸科・内科 金泉　年郁 0745-32-3739
生駒郡 三郷町美松ケ丘東１－１－４ 医療法人　美松ヶ丘クリニック 増井　一弘 0745-73-0707
生駒郡 三郷町勢野東６丁目１５番２７号 医療法人　翠悠会王寺診療所 本宮　善恢 0745-32-6588
生駒郡 斑鳩町龍田西８－６－１０ 医療法人和礼会　前田クリニック　 前田　代元 0745-75-5711
生駒郡 斑鳩町龍田２－３－１２ 坂本医院 坂本　貞和 0745-75-2023
生駒郡 斑鳩町興留８－２－４ 植田医院 植田　真永 0745-75-5590
生駒郡 斑鳩町興留６－２－８ 斑鳩の里内科醫院 近森　康宏 0745-74-2630
生駒郡 斑鳩町興留５－１０－２８ 石崎整形外科内科 石崎　嘉昭 0745-75-5258
生駒郡 斑鳩町興留４－１０－１４野口ビル１階 新谷レディースクリニック 新谷　雅史 0745-74-0008
生駒郡 斑鳩町興留５－１４－８ 医療法人　なんのレディースクリニック 南野　英隆 0745-75-5623
生駒郡 安堵町東安堵９６５－２１ 山内醫院 山内　優美 0743-59-5518
磯城郡 川西町結崎４５２－９８ 川西診療所 山内　昌哉 0745-44-0103
磯城郡 川西町唐院４３－１ 牧浦医院 牧浦　幸男 0745-44-0015
磯城郡 三宅町伴堂４１８番１－１ 医療法人　まつおかクリニック　みやけ分院 松岡　正樹 0745-43-0050
磯城郡 田原本町１３８－１ 和久田耳鼻咽喉科 和久田　幸之助 0744-34-5266
磯城郡 田原本町１８３－７ 水野医院 水野　崇志 0744-32-2401
磯城郡 田原本町保津２９２－１ はたけやま耳鼻咽喉科・アレルギー科 畠山　好央 0744-34-3387
磯城郡 田原本町三笠１７－８ 医療法人小嶌内科小児科 小嶌　秀之 0744-33-0933
磯城郡 田原本町秦庄４５６－7 忠岡医院 忠岡　信一郎 0744-32-2629
磯城郡 田原本町新町５２－３ 医療法人社団　小阪内科クリニック 小阪　俊文 0744-32-2602
磯城郡 田原本町多７２２ 地方独立行政法人奈良県立病院機構　奈良県総合リハビリテーションセンター上田　裕一 0744-32-0200
宇陀郡 御杖村菅野１５８１ 御杖村国民健康保険診療所 伊藤　収宜 0745-95-6010
高市郡 高取町下土佐３３１ 石川医院 石川　伸宜 0744-52-2008
高市郡 高取町観覚寺１４８１ 奥村胃腸科 奥村　徹 0744-52-2300
高市郡 高取町上土佐３９－２ 辰巳医院 辰巳　駿一 0744-52-2023
高市郡 明日香村大字立都７４５番地 明日香村国民健康保険診療所 森川　裕一 0744-54-3005
北葛城郡 上牧町葛城台３－１２－２２ 医療法人　幸風会　くずもとファミリークリニック 葛本　幸康 0745-51-3355
北葛城郡 上牧町大字上牧３３３６－５ ゆりクリニック 佐伯　美智子 0745-78-0205
北葛城郡 上牧町大字上牧４２４４ 医療法人　郁慈会　服部記念病院 前田　章 0745-77-1333
北葛城郡 王寺町畠田４－１－１７　南王寺メディカルヴィラ２F 医療法人圭仁会　西川整形外科 西川　勝仁 0745-73-6474



北葛城郡 王寺町王寺２－６－４　クレール吉田３F 医療法人博郁会　岩田ペインクリニック内科 岩田　敏男 0745-33-3100
北葛城郡 王寺町王寺２－２－５ 医療法人　酒井診療所 酒井　啓 0745-73-6000
北葛城郡 王寺町舟戸１－１－１０ 医療法人村上医院　王寺胃腸内科 上野　正義 0745-32-9396
北葛城郡 王寺町元町２－２４７９－１ 武内クリニック 武内　拓 0745-72-1618
北葛城郡 王寺町久度３－８－７ 梅原医院 梅原　雅樹 0745-72-2445
北葛城郡 王寺町王寺２丁目１０－１８ 医療法人果恵会　恵王病院 杉本　利一郎 0745-72-3101
北葛城郡 王寺町久度２－３－１　りーべる王寺西館３０５－２ 医療法人輝曜会　別府レディースクリニック 別府　謙一 0745-34-2000
北葛城郡 王寺町本町４丁目６－１６－５号レクタビル 医療法人晃成会　南王寺診療所 飯岡　成泰 0745-72-2279
北葛城郡 広陵町馬見北８－７－８ まえのその医院 前之園　多幸 0745-54-1020
北葛城郡 広陵町萱野６７７－１ 石井医院 石井　健司 0745-56-2030
北葛城郡 広陵町馬見北６－１－８ 近藤クリニック　真美ヶ丘腎センター 近藤　雅彦 0745-55-7222
北葛城郡 広陵町三吉５４２－２ 岡本クリニック 岡本　新司 0745-54-0001
北葛城郡 広陵町安部２３６－１－３ 医療法人広緑会　いけなか内科クリニック 池中　康英 0745-54-1113
北葛城郡 広陵町南郷６７６－１ おおひがしクリニック 大東　雄一郎 0745-44-3033
北葛城郡 広陵町三吉７０－２ 医療法人　杉原内科 杉原　洋一 0744-55-1585
北葛城郡 河合町星和台２－１－１３ はえの医院 波江野　善昭 0745-34-0067
北葛城郡 河合町中山台１－１－１８ 大浦内科クリニック 大浦　元 0745-43-7287
北葛城郡 河合町星和台２－１－２０ 医療法人康成会　星和台クリニック 堀井　康弘 0745-31-2071
北葛城郡 河合町穴闇８１－１ 社会医療法人健生会河合診療所 横山　知司 0745-57-0212
北葛城郡 河合町西山台５２５－５ 山下内科クリニック 山下　宜繁 0745-56-6888
北葛城郡 河合町池部３－１７－８ 藤岡医院 藤岡　忠慶 0745-56-3639
北葛城郡 河合町高塚台１－８－１ 公益財団法人ニッセイ聖隷健康福祉財団　ニッセイ聖隷クリニック古市　健 0745-33-2211
北葛城郡 河合町広瀬台３－３－６ 医療法人健樹会　むらかみ小児科 村上　義樹 0745-73-3115
吉野郡 吉野町上市２１３５ 医療法人八甲会　潮田病院 潮田　悦男 0746-32-3381
吉野郡 吉野町上市１２６ 島田医院 島田　悦治 0746-32-2026
吉野郡 下市町新住１５５－１ 医療法人泰山会　福西クリニック 福西　克之 0747-52-0550
吉野郡 天川村南日裏２００ 天川村国民健康保険直営診療所 天川村長 0747-63-0355
吉野郡 十津川村上野地２６４ 十津川村国民健康保険上野地診療所 十津川村長 0746-68-0207
吉野郡 十津川村小原２２５－１ 十津川村国民健康保険小原診療所 十津川村長 0746-63-0040
吉野郡 十津川村平谷４５１ 中川医院 中川　順夫 0746-64-0011
吉野郡 東吉野村小川７０４ 米田医院 米田　正也 07464-2-0025


