
平成30年12月9日（日）

No 市町村名 氏名 ふりがな 所属施設 郵便番号 住所 電話番号

1 青木　秀夫 あおき　ひでお あおきクリニック 631-0033 奈良市あやめ池南6-8-40　 (0742)81-7596

2 飯田　孝志 いいだ　たかし (医)飯田医院 630-8261 奈良市北市町36　 (0742)23-0701

3 大熊　紘 おおくま　ひろし 大熊眼科医院 630-8301 奈良市高畑町1112-34　 (0742)22-5630

4 金田　能尚 かねだ　よしなお 金田内科クリニック 630-8225 奈良市西御門町28　北川ビル2F (0742)26-2255

5 北山　勘解由 きたやま　かげゆ 北山医院 630-8114 奈良市芝辻町1-9-5　 (0742)33-6383

6 近藤　秀明 こんどう　ひであき こんどう泌尿器科・内科クリニック 630-8141 奈良市南京終町710-1　 (0742)63-7150

7 塩谷　直久 しおや　なおひさ (医)塩谷内科診療所 631-0801 奈良市左京1-13-37　 (0742)71-3950

8 谷掛　駿介 たにかけ　しゅんすけ (医)社団谷掛整形外科診療所 630-8441 奈良市神殿町644-1　 (0742)62-7577

9 寺崎　豊博 てらさき　とよひろ (医)寺崎クリニック 630-8341 奈良市南城戸町67　 (0742)22-5091

10 中島　仁一 なかじま　まさかず (医)中島クリニック 631-0021 奈良市鶴舞東町2-11　松下興産ビル1F (0742)47-3344

11 平林　秀裕 ひらばやし　ひでひろ (独)国立病院機構奈良医療センター 630-8053 奈良市七条2-789　 (0742)45-4591

12 前田　米造 まえだ　よねぞう (医)前田医院 630-8248 奈良市西新在家町2-6　 (0742)27-1233

13 松下　隆蔵 まつした　りゅうぞう 松下クリニック 631-0004 奈良市登美ケ丘2-5-21　 (0742)48-6022

14 水原　哲生 みずはら　てつお 水原診療所 630-8115 奈良市大宮町5-278-1　新奈良ビル2F (0742)34-6175

15 三谷　紀之 みたに　のりゆき (医)三谷医院 630-8441 奈良市神殿町171-4　 (0742)61-5057

16 椋棒　喜代美 むくぼ　きよみ むくぼ医院 631-0846 奈良市平松1-31-22　 (0742)44-1735

17 森田　正純 もりた　まさずみ 森田医院 630-8238 奈良市高天市町32　 (0742)22-3836

18 安田　由紀子 やすだ　ゆきこ なら美容形成クリニック 630-8247 奈良市油阪町446-14奈良安田ビル４F　 （0742）27-1309

19 石丸　敏博 いしまる　としひろ (社医)健生会土庫こども診療所 635-0022 大和高田市日之出町13-3　 (0745)23-1682

20 奥野　修三 おくの　しゅうぞう (医)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

21 春日　宏友 かすが　ひろとも (医)春日医院 635-0065 大和高田市東中2-4-1　 (0745)23-8010

22 金　東実 きむ　とうじつ (医)きむクリニック 635-0002 大和高田市土庫1-3-22　 (0745)24-7070

23 田中　重人 たなか　しげと (医)田中医院 635-0015 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

24 中江　香 なかえ　かおり なかえ耳鼻咽喉科 635-0059 大和高田市吉井350-1　 (0745)24-3311

25 中谷　晃 なかたに　あきら 中谷医院 635-0061 大和高田市礒野東町3-5　 (0745)52-2191

26 豊原　眞久 とよはら　まさひさ 豊原クリニック 639-1001 大和郡山市九条町188-2　 (0743)51-1048

27 中川　知里 なかがわ　ちさと 矢田山診療所 639-1055 大和郡山市矢田山町58　 (0743)53-7741

28 中川　義仁 なかがわ　よしひと 矢田山診療所 639-1055 大和郡山市矢田山町58　 (0743)53-7741

29 林　知節 はやし　ちせつ 林医院 639-1134 大和郡山市柳1-18-1　 (0743)52-4021

30 原　裕 はら　ゆたか (医)芳愛会原医院 639-1115 大和郡山市横田町708-3　 (0743)56-3094

31 松本　光弘 まつもと　みつひろ 松本内科クリニック 639-1132 大和郡山市高田町92-14　ハーベス2F (0743)53-8174

32 高井　哲郎 たかい　てつお (社医)高清会高井病院 632-0006 天理市蔵之庄町470-8　 (0743)65-0372

33 寺西　務 てらにし　つとむ 寺西医院 632-0074 天理市東井戸堂町426-6　 (0743)62-6655

34 宮城　信行 みやぎ　のぶゆき (医)宮城会宮城医院 632-0034 天理市丹波市町302　 (0743)63-1114
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35 青山　信房 あおやま　のぶふさ 平成記念病院 634-0813 橿原市四条町827　 (0744)29-3300

36 安東　範明 あんどう　のりあき (医)社団誠医会安東内科医院 634-0071 橿原市山之坊町69-1　 (0744)24-8628

37 安東　美波留 あんどう　みはる (医)社団誠医会安東内科医院 634-0071 橿原市山之坊町69-1　 (0744)24-8628

38 笠原　仁 かさはら　じん 笠原内科医院 634-0051 橿原市白橿町2-31-12　 (0744)27-0083

39 笠原　晋一 かさはら　しんいち 笠原内科医院 634-0051 橿原市白橿町2-31-12　 (0744)27-0083

40 窪田　一男 くぼた　かずお くぼた医院 634-0064 橿原市見瀬町11-1　 (0744)27-1115

41 左官　弘和 さかん　ひろかず (医)友愛会しらかしクリニック 634-0051 橿原市白橿町2-2211-1　 (0744)51-0801

42 髙橋　誠人 たかはし　まさと 奈良県立医科大学附属病院 精神科 634-8522 橿原市四条町840番地 (0744)22-3051

43 田中　賢治 たなか　けんじ (医)翠悠会診療所 634-0007 橿原市葛本町676-1　 (0744)24-2222

44 玉井　昭 たまい　あきら たまい整形外科 634-0811 橿原市小綱町5-44　 (0744)23-6200

45 土居　通明 どい　みちあき 土居医院 634-0071 橿原市山之坊町85-55　 (0744)24-0213

46 西岡　久之 にしおか　ひさゆき 西岡医院 634-0005 橿原市北八木町3-50-1　 (0744)22-2606

47 錦織　ルミ子 にしごり　るみこ (医)一路会錦織病院 634-0004 橿原市木原町77-1　 (0744)29-5600

48 橋本　浩 はしもと　ひろし (医)進羽会橋本クリニック 634-0078 橿原市八木町1-7-30 (0744)20-3133

49 村田　篤彦 むらた　あつひこ (医)村田医院 634-0831 橿原市曽我町1045-25　 (0744)24-4838

50 村田　雄彦 むらた　かつひこ (医)村田医院 634-0831 橿原市曽我町1045-25　 (0744)24-4838

51 村田　早苗 むらた　さなえ (医)村田医院 634-0831 橿原市曽我町1045-25　 (0744)24-4838

52 村田　煕子 むらた　ひろこ (医)村田医院 634-0831 橿原市曽我町1045-25　 (0744)24-4838

53 矢野　友昭 やの　ともあき 矢野内科外科医院 634-0046 橿原市栄和町23-4　ニュー山雅1F (0744)22-4168

54 山本　雅敏 やまもと　まさとし (医)雅会山本クリニック 634-0835 橿原市東坊城町202-1　 (0744)28-2205

55 赤松　幸余 あかまつ　さちよ 辻医院 633-0082 桜井市大字巻野内226-1　 (0744)43-1555

56 飯岡　壮吾 いいおか　そうご (医)飯岡会飯岡医院 633-0074 桜井市大字芝351　 (0744)42-6144

57 飯岡　弘伊 いいおか　ひろい (医)飯岡会のぞみ診療所 633-0005 桜井市大字忍阪39-1　 (0744)43-3338

58 奥山　節彦 おくやま　ともひこ 奥山医院 633-0001 桜井市大字三輪384　 (0744)42-6036

59 菊川　政次 きくかわ　まさじ 菊川内科医院 633-0091 桜井市大字桜井875 (0744)46-2112

60 木下　國浩 きのした　くにひろ (医)幸仁会木下医院 633-0054 桜井市大字阿部550　 (0744)42-4053

61 鎌田　勝三郎 かまだ　かつさぶろう (医)鎌田医院田園診療所 637-0093 五條市田園3-11-10　 (0747)26-1150

62 槇野　久春 まきの　ひさはる （医）槇野医院 637-0043 五條市新町2-3-8 (0747)22-2004

63 榎本　泰三 えのもと　ひろみつ (医)榎本医院 639-2251 御所市戸毛1130　 (0745)67-0008

64 榎本　泰久 えのもと　やすひさ (医)榎本医院 639-2251 御所市戸毛1130　 (0745)67-0008

65 沢田　陽子 さわだ　ようこ (医)友愛会沢田医院 639-2200 御所市180-14　 (0745)62-0801

66 阿部　邦昭 あべ　くにあき (医)阿部診療所 630-0257 生駒市元町1-13-1　グリーンヒルいこま4F (0743)74-7277

67 梅川　智三郎 うめかわ　ともさぶろう 梅川医院 630-0263 生駒市中菜畑1-49-1　和州ビル203 (0743)73-3373

68 松宮　禎介 まつみや　ていすけ (医)生火会松宮医院 630-0244 生駒市東松ケ丘17-8　 (0743)71-8700

69 山下　正人 やました　まさと (医)風尚会やました医院 630-0135 生駒市南田原町1039　 (0743)71-8234
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70 加藤　隆行 かとう　たかゆき (医)輝心会加藤クリニック 639-0252 香芝市穴虫1055-1 (0745)71-5677

71 澤田　健史 さわだ　けんじ (医)澤田医院 639-0226 香芝市五位堂5-155　 (0745)76-2177

72 牧浦　章子 まきうら　あきこ (医)牧浦医院 639-0241 香芝市高28　 (0745)77-3054

73 枡岡　進 ますおか　すすむ (医)枡岡診療所 639-0236 香芝市磯壁4-162-1　 (0745)76-7678

74 安田　志郎 やすだ　しろう 安田医院 639-0264 香芝市今泉7-1　 (0745)71-7100

75 和田　虎三 わだ　とらぞう (医)和田クリニック 639-0231 香芝市下田西1-10-17　 (0745)78-1700

76 鵜山　秀人 うやま　ひでと (医)鵜山医院 639-2147 葛城市新庄16　 (0745)69-2070

77 下村　英明 しもむら　ひであき (医)下村医院 639-0276 葛城市當麻40-2　 (0745)48-2522

78 関谷　直 せきや　なお 関谷外科胃腸科 639-2113 葛城市北花内692　 (0745)69-7800

79 西野　俊彦 にしの　としひこ (医)友愛会かつらぎクリニック 639-2113 葛城市北花内616-1　 (0745)69-0801

80 堀内　忠樹 ほりうち　ただき (医)堀内医院 639-2123 葛城市忍海338-4　 (0745)62-2958

81 吉川　義朗 よしかわ　よしろう (医)友愛会かつらぎクリニック 639-2113 葛城市北花内616-1　 (0745)69-0801

82 関　寿夫 せき　としお (医)拓誠会辻村病院 633-2221 宇陀市菟田野松井7-1　 (0745)84-2133

83 吉井　次郎 よしい　じろう (医)吉生会吉井整形外科医院 633-0204 宇陀市榛原福地374-1　 (0745)82-2888

84 山添村 水口　一三 みずぐち　かずみ 山添村国民健康保険波多野診療所 630-2351 山辺郡山添村大字中峰山1028-1　 (0743)85-0005

85 平群町 松井　一哲 まつい　かずのり 松井内科 636-0906 生駒郡平群町菊美台1-7-5　宝栄辰巳ビル 2F-1 (0745)45-8837

86 斑鳩町 前田　世礼 まえだ　せいれい (医)和礼会前田クリニック 636-0154 生駒郡斑鳩町龍田西8-6-10　 (0745)75-5711

87 牧浦　幸男 まきうら　さちお 牧浦医院 636-0204 磯城郡川西町大字唐院43-1　 (0745)44-0015

88 山内　昌哉 やまのうち　まさや 川西診療所 636-0202 磯城郡川西町結崎452-98　 (0745)44-0103

89 田原本町 忠岡　信一郎 ただおか　しんいちろう 忠岡医院 636-0343 磯城郡田原本町秦庄456　 (0744)32-2629

90 飯岡　成泰 いいおか　しげやす (医)晃成会南王寺診療所 636-0021 北葛城郡王寺町畠田4-1-17　 (0745)72-2279

91 酒井　啓 さかい　ひろむ (医)酒井診療所 636-0002 北葛城郡王寺町王寺2-2-5　 (0745)73-6000

92 竹田　育弘 たけだ　やすひろ 竹田内科クリニック 636-0003 北葛城郡王寺町久度2-3-1-302　 (0745)32-1166

93 広陵町 杉原　洋一 すぎはら　よういち (医)杉原内科 635-0823 北葛城郡広陵町三吉70-2　 (0745)55-1585

94 河合町 堀井　康弘 ほりい　やすひろ (医)康成会星和台クリニック 636-0081 北葛城郡河合町星和台2-1-20　 (0745)31-2071

95 吉野町 福岡　篤彦 ふくおか　あつひこ 南和広域医療企業団吉野病院 639-3114 吉野郡吉野町大字丹治130-1　 (0746)32-4321

96 下市町 福西　克之 ふくにし　かつゆき (医)泰山会福西クリニック 638-0045 吉野郡下市町新住155-1　 (0747)52-0550

97 東吉野村 下間　庸光 しもつま　のぶあき 下間医院 633-2431 吉野郡東吉野村小730　 (0746)42-0016
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