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総合支援法による指定自立支援医療機関（育成医療及び更生医療）

（病院・診療所）
医療機関名
大谷歯科医院
柏井クリニック
市立奈良病院
氏井矯正歯科クリニック
済生会奈良病院
西大寺高橋矯正歯科
しみず矯正歯科クリニック
高の原中央病院
東大寺福祉療育病院
奈良県総合医療センター
西奈良中央病院
西の京病院
浜中矯正歯科クリニック
奈良医療センター
おかたに病院

郵便番号

住所

奈良市三条大路１丁目１－９０
奈良セントラルビル３Ｆ
630-8114 奈良市芝辻町４丁目１３－３
630-8305 奈良市東紀寺町１丁目５０－１
630-8115 奈良市大宮町１丁目１－２８
630-8145 奈良市八条４丁目６４３
631-0821 奈良市西大寺東町２丁目１－５
５ 丸和西大寺ビル６Ｆ
631-0805 奈良市右京１丁目４－２
サンタウンひまわり館３Ｆ
631-0805 奈良市右京１丁目３－３
630-8211 奈良市雑司町４０６－１
630-8054 奈良市七条西二丁目８９７－５
631-0022 奈良市鶴舞西町１－１５
630-8041 奈良市六条町１０２－１
631-0036 奈良市学園北１丁目１－１
ルシエル学園前４０１
630-8053 奈良市七条２丁目７８９
630-8141 奈良市南京終町１丁目２５－１
西の京病院西大寺クリニック 631-0824 奈良市西大寺南町４－１１
630-8136 奈良市恋の窪１丁目５－１
しんのクリニック
おうとくクリニック 630-8122 奈良市三条本町８－１
630-8144 奈良市東九条町７５２
奈良東九条病院
630-8013

電話番号
0742-34-1473
0742-34-5451
0742-24-1251
0742-23-4331
0742-36-1881
0742-35-3566
0742-70-3111
0742-71-1030
0742-22-5577
0742-46-6001
0742-43-3333
0742-35-1121
0742-46-9410
0742-45-4591
0742-63-7700
0742-52-3711
0742-87-0577
0742-32-0109
0742-61-1118

医療の種類

歯科矯正
腎臓
整形外科、心臓脈管外科、腎
臓、免疫
歯科矯正
整形外科、腎臓
歯科矯正
歯科矯正
腎臓
整形外科

整形外科、脳神経外科、耳鼻咽喉
科、心臓脈管外科、腎臓、口腔

整形外科、腎臓
腎臓
歯科矯正
整形外科
腎臓
腎臓
中枢神経
腎臓
腎臓

かみつじこどもクリニック 631-0011 奈良市押熊町５４７－１ 忍熊ビル２階 0742-48-0123 腎臓（腎移植後の抗免疫療法に限る）
医療法人 吉本医院 630-8115 奈良市大宮町六丁目５－５ 0742-33-5111 腎臓
0742-81-9330 腎臓（シャントに対する経皮的
近鉄奈良駅前クリニック 630-8214 奈良市東向北町２５－１コン
フォート吉村１階
血管形成術に限る）
0745-23-1553 腎臓
医療法人翠悠会高田診療所 635-0096 大和高田市西町１－２６
635-0015 大和高田市幸町１０－１６
0745-52-3511 歯科矯正
細山矯正歯科医院
635-8501 大和高田市礒野北町１番１号
0745-53-2901 腎臓
大和高田市立病院
医療法人奥野クリニック 635-0023 大和高田市日之出東本町２０－１８ 0745-43-9700 中枢神経
医療法人田北会 田北病院 639-1016 大和郡山市城南町２番１３号 0743-54-0112 腎臓、整形外科、心臓脈管外科
639-1013 大和郡山市朝日町１番６２号
0743-53-1111 整形外科、眼科（育成医療のみ）
大和郡山病院
のぐち矯正歯科クリニック 639-1007 大和郡山市南郡山町５２０－１８ 0743-51-1188 歯科矯正
639-1028 大和郡山市田中町７６６－１
0743-51-1123 眼科
森下眼科クリニック
医療法人桜翔会 壬生医院 639-1042 大和郡山市小泉町2356-1 0743-85-6680 腎臓（更生医療のみ）

医療法人社団 高清会 高井病院

公益財団法人
天理よろづ相談所病院
社会医療法人高清会
天理透析クリニック

632-0006

天理市蔵之庄町４６１－２

0743-65-0372

632-8552

天理市三島町２００

0743-63-5611

632-0078

天理市杉本町２８７番地１

0743-63-7695

－36－

心臓脈管外科、腎臓
眼科、耳鼻咽喉科、口腔、
整形外科、形成外科、腎臓
脳神経外科、心臓脈管外科、
腎臓（更生医療のみ）

医療機関名
医療法人翠悠会診療所

郵便番号

住所

電話番号

634-0007

橿原市葛本町６７６－１

0744-26-2222

奈良県立医科大学附属病院

634-8522

橿原市四条町８４０番地

0744-22-3051

医療法人 浜野クリニック

634-0815

橿原市大谷町８２－１８

0744-23-6367

医療機関名
藤原京クリニック

634-0074

近畿大学医学部奈良病院

630-0293

生駒市乙田町１２４８－１

0743-77-0880

医療法人 田中泌尿器科医院生駒診療所

630-0244

生駒市東松ヶ丘１５番３０号

0743-75-2861

医療法人和幸会 阪奈中央病院

アベクリニック
生駒市立病院
本多矯正歯科
旭ヶ丘クリニック
医療法人翠悠会
香芝透析クリニック
医療法人藤井会
香芝生喜病院
かつらぎクリニック
宇陀市立病院
奈良県西和医療センター
医療法人翠悠会王寺診療所
たつみ歯科医院

腎臓
眼科、耳鼻咽喉科、口腔、整形
外科、形成外科、中枢神経、脳
神経外科、心臓脈管外科、腎
臓、腎移植、歯科矯正、免疫、
肝臓移植
腎臓

総合支援法による指定自立支援医療機関（育成医療及び更生医療）
郵便番号
住所
電話番号
医療の種類

0744-20-0311
橿原市四分町２３番地
0744-29-3300
社会医療法人 平成記念病院 634-0813 橿原市四条町８２７
634-0804 橿原市内膳町1丁目第一街区5号 0744-25-4541
松川矯正歯科医院
大通口ビル４Ｆ
634-0063
0744-28-4183
橿原市石川町２８２－３
岡下矯正歯科
医療法人友愛会
634-0051 橿原市白橿町2丁目2211番地1 0744-51-0801
しらかしクリニック
0744-46-2973
医療法人翠悠会桜井診療所 633-0062 桜井市粟殿１０１９－７
社会福祉法人恩賜財団 633-0054 桜井市阿部３２３
0744-43-5001
済生会中和病院
633-0067 桜井市大福７９
0744-42-3110
山本歯科医院
医療法人優心会吉江医院 633-0068 桜井市東新堂８３番地の１ 0744-46-3340
637-0082 五條市中之町１６１７－１
0747-25-1211
田畑医院
社会福祉法人恩賜財団 639-2306 御所市大字三室２０
0745-62-3585
済生会御所病院

中谷矯正歯科

医療の種類

630-0252

生駒市山崎町４－５ ＮＤＡビル３Ｆ

0743-74-5085

639-0243

生駒市俵口町７４１番地

0743-74-8660

630-0221

生駒市さつき台２丁目４５１－３３

0743-76-8100

生駒市東生駒１丁目６番地２
630-0245 生駒市北新町１２－３８－２０
２ ビアンプラッセ２F
639-0266 香芝市旭ヶ丘５丁目３６－１
639-0252 香芝市穴虫８８０番
630-0213

香芝市穴虫3300番地3
639-2113 葛城市北花内６１６－１
633-0298 宇陀市榛原区萩原８１５
639-0252

636-0802
636-0002
636-0204

生駒郡三郷町三室１丁目１４－１６

生駒郡三郷町勢野東６丁目１５番２７号

磯城郡川西町唐院３９９－２

－37－

0743-72-1111
0743-71-8817
0745-71-5600
0745-71-5535
0745-71-3113
0745-69-0801
0745-82-0381
0745-32-0505
0745-32-6588
0745-43-2163

腎臓
整形外科、脳神経外科
歯科矯正
歯科矯正
腎臓
腎臓
整形外科、腎臓
歯科矯正
腎臓
腎臓
腎臓
眼科、耳鼻咽喉科、口腔、整形
外科、形成外科、脳神経外科、
心臓脈管外科、腎臓、小腸、肝
臓移植
腎臓
歯科矯正
腎臓、整形外科、
心臓脈管外科（更生医療のみ）
腎臓
腎臓、心臓脈管外科（更生医療
のみ）、形成外科
歯科矯正
腎臓
腎臓
腎臓
腎臓
腎臓、整形外科
整形外科、心臓脈管外科、腎臓
腎臓
歯科矯正

医療機関名
国保中央病院

奈良県総合
リハビリテーションセン
ター

医療法人友紘会
奈良友紘会病院
宮本矯正歯科医院

近藤クリニック真美ヶ丘腎センター
医療法人 康成会 星和台クリニック

南和広域医療企業団
南奈良総合医療センター
中辻医院
南和病院

郵便番号

住所

磯城郡田原本町宮古４０４－１
636-0345 磯城郡田原本町多７２２
636-0302

北葛城郡上牧町服部台５丁目２番１
636-0002 北葛城郡王寺町王寺２丁目８－２５
639-0212

635-0831

電話番号
0744-32-8800
0744-32-0200
0745-78-3588
0745-73-4041

北葛城郡広陵町馬見北６－１－８ 0745-55-7222

636-0081

北葛城郡河合町星和台２丁目１－２０

0745-31-2071

638-8551

吉野郡大淀町福神８番１

0747-54-5000

638-0812

吉野郡大淀町檜垣本１０４番地の２

0747-52-8586

638-0833

吉野郡大淀町大字福神１－１８１ 0747-54-5800

－38－

医療の種類

整形外科、腎臓
整形外科

腎臓
歯科矯正
腎臓
腎臓
整形外科、腎臓、免疫
腎臓
腎臓

