
保険適用のある禁煙支援医療機関（すこやかネットなら掲載） 平成23年12月現在

NO. 医療機関名 所在地 電話 禁煙支援担当診療科 担当医師名 予約の要否1 奈良市立月ヶ瀬診療所 奈良市月ヶ瀬尾山2790番地 0743-92-0030 内科 藤原 靖士 必要2 医療法人 山本内科医院 奈良市三条本町9-1 三条通ガーデンハイツ１階 0742-34-5577 内科 山本 敏朗 不要3 医療法人社団 谷掛整形外科診療所 奈良市神殿町644-1 0742-62-7577 整形外科 谷掛 駿介 必要4 医療法人平和会 とみお診療所 奈良市三碓2-1-6 0742-45-7480 禁煙支援外来 市川 篤 必要5 医療法人仁礼会 こばやし耳鼻咽喉科 奈良市学園北１丁目9-1パラディⅡ５Ｆ 0742-40-1133 耳鼻咽喉科6 医療法人 松井内科医院 奈良市秋篠早月町9-1-104 0742-33-2163 禁煙外来 松井嘉孝 不要7 医療法人新生会総合病院高の原中央病院 奈良市右京1丁目3-3 0742-71-1030 禁煙外来 齋藤喜久子 必要8 佐野内科医院 奈良市小西町10 0742-22-3277 内科 佐野公彦 不要9 鈴木医院 奈良市登美ヶ丘3-3-1 0742-46-2678 耳鼻咽喉科 鈴木 湛 不要10 齋藤医院 奈良市中登美ヶ丘２丁目1984-58 0742-44-3656 内科 斉藤 裕司 不要11 医療法人岡谷会 さくら診療所 奈良市南京終町1丁目183-25 0742-50-1600 禁煙外来 宮城（他） 必要12 いずみクリニック 奈良市西大寺国見町1-1西大寺近鉄ビル１F 0742-52-2601 内科 北村いずみ 不要13 喜多野診療所 奈良市中筋町15 0742-22-6041 内科 喜多野 章夫 不要14 福山医院 奈良市尼辻11-3 0742-33-5135 内科 福山 学 不要15 しらやま医院 奈良市尼辻10-27 0742-35-1788 内科 白山 玲朗 不要16 医療法人山崎医院 やまざきクリニック 奈良市佐紀町2762-4 0742-34-3675 内科 山崎 政直 不要17 医療法人 よねだ内科クリニック 奈良市学園大和町6-1542-382 0742-48-7310 内科・消化器科 米田 諭 不要18 楠原クリニック 奈良市小川町4 0742-26-0026 内科 楠原 健嗣 不要19 ひらおか内科クリニック 奈良市あやめ池南6丁目3-36 0742-41-8810 内科 平岡　伸太郎 不要20 つるはら耳鼻科 奈良市神殿町694番１ 0742-64-3033 内科 鶴原　敬三 不要21 市立奈良病院 奈良市東紀寺町1丁目50番1号 0742-24-1251 総合診療科 米本 千春 必要22 医療法人 小嶌診療所 奈良市学園南3丁目4-24 0742-49-1287 内科 小嶌 興二 不要23 奈良東九条病院 奈良市東九条町752 0742-61-1118 内科（禁煙外来） 布谷 隆治 必要24 森川内科医院 奈良市登美ヶ丘1-2-16 0742-45-4877 呼吸器科 森川 暁 不要25 まほろばクリニック 奈良市奈良阪町2271-3 0742-25-2211 内科 村田 聡子 不要26 陽クリニック 奈良市大宮町4-241-1 0742-32-3720 内科 酒井 武司 不要27 医療法人 西脇クリニック 奈良市東紀寺町2丁目7番13号 0742-27-3033 内科 西脇 英樹 不要28 えいご皮フ科 奈良市三条本町1-2ＪＲ奈良駅ＮＫビル３階 0742-20-8500 皮フ科 山田 詠剛 不要
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保険適用のある禁煙支援医療機関（すこやかネットなら掲載） 平成23年12月現在NO. 医療機関名 所在地 電話 禁煙支援担当診療科 担当医師名 予約の要否29 西尾外科医院 奈良市あやめ池南1丁目7番7号 0742-45-0002 内科・外科 西尾 功 不要30 たかはし耳鼻咽喉科 奈良市大安寺町515-2 0742-93-8487 耳鼻咽喉科 髙橋 淳人 不要31 清水内科医院 奈良市朱雀4-1-26 0742-71-3599 内科 清水 和男 不要32 医療法人明盛会 大橋耳鼻咽喉科 奈良市三条本町1番85号 0742-35-6860 耳鼻咽喉科 大橋 一博 必要33 やまだクリニック 奈良市あやめ池北1丁目32-21-A205 0742-81-3246 耳鼻咽喉科 必要34 なかがわメディカル 奈良市奈良阪町167 0742-24-3311 整形外科 笹内 信行 必要35 天理市立病院 天理市冨堂町300番地11 0743-63-1821 禁煙外来 砂川 尚子 必要36 医療法人宮城会 宮城医院 天理市丹波市町302番地 0743-63-1114 内科（禁煙外来） 宮城 信行 必要37 ふくしまクリニック 天理市指柳町311-3 0743-62-1120 循環器科・内科 福島 猛 不要38 寺西医院 天理市東井戸堂町426-6 0743-62-6655 内科 寺西 務 不要39 山添村国民健康保険波多野診療所 山辺郡山添村大字中峯山1028の1 0743-85-0005 内科 不要40 中島医院 大和郡山市柳5丁目16番地 0743-54-9717 内科・脳神経外科 中島 孝之 不要41 牧浦内科 大和郡山市額田部北町479-3 0743-57-6595 内科 牧浦 宏男 不要42 まつたハートクリニック 大和郡山市本庄町247-1 0743-57-0202 循環器科 松田 昌浩 不要43 医療法人岡谷会 片桐民主診療所 大和郡山市新町305-92 0743-53-7550 内科 津島 寿幸 必要44 かきざきクリニック 大和郡山市本庄町297-1 0743-59-6101 柿崎 敏雄 必要45 医療法人 おざきクリニック 大和郡山市九条町1311の1 0743-55-5510 内科 尾崎 謙一 必要46 医療法人 砂川医院 大和郡山市堺町72 0743-52-5394 内科 砂川 正興 必要47 矢田山診療所 大和郡山市矢田山町58番地 0743-53-7741 内科 中川 義仁、中川 知里 不要48 慈恵クリニック 大和郡山市小泉町東1丁目8-7 0743-57-6131 内科 山田 義帰 必要49 医療法人社団田北会 田北病院 大和郡山市城南町2番13号 0743-54-0112 内科 植田 勝廣 必要50 奈良社会保険病院 大和郡山市朝日町1の62 0743-53-1111 内科 藤村 和代 必要51 医療法人風尚会やました医院 生駒市南田原町1039 0743-71-8234 山下 正人 不要52 医療法人生火会 松宮医院 生駒市東松ヶ丘17-8 0743-71-8700 内科 松宮 禎介 必要53 医療法人社団松下会 白庭病院 生駒市白庭台6丁目10番1号 0743-70-0022 内科 斧原 康人 不要54 はぎはらクリニック 生駒市真弓4丁目4番7号 0743-71-2720 内科 萩原 洋司 必要55 医療法人　植田医院 生駒市小瀬町59-1 0743-77-8013 内科 坂井 麻友香 必要56 おおつかクリニック 生駒市西松ヶ丘1-43ナビール三和ビル2階 0743-73-1070 内科 大塚 博之 必要57 牧之段内科 生駒市谷田町850-4谷田ビル2Ｆ－Ｂ 0743-74-0330 内科・呼吸器科 牧之段 潔 必要58 松井内科 生駒郡平群町菊美台1-7-5宝栄辰巳ビル２Ｆー１ 0745-45-8837 内科 松井 一哲 必要59 前田クリニック 生駒郡斑鳩町龍田西8-6-10 0745-75-5711 内科 前田 世礼 必要60 医療法人下里クリニック 橿原市菖蒲町４丁目9番16号 0744-28-2211 内科・婦人科 下里 直行 不要61 中野医院 橿原市内膳町４丁目5の16 0744-23-1198 内科 中野 志隆62 井上クリニック 橿原市内膳町1-1-11 Ｕ遊タウン１階 0744-29-1199 内科 井上 毅 不要63 医療法人米田診療所 橿原市東坊城町510番地 0744-23-5225 内科 米田泰章 必要64 医療法人 村田医院 橿原市曽我町1045-25 0744-24-4838 内科 村田 雄彦 不要65 医療法人 吉川医院 橿原市中曽司町175 0744-22-0174 内科 吉川 昇・塚本京子 不要66 医療法人河田胃腸科医院 橿原市地黄町328-2 0744-22-5310 内科 河田 充弘・河田安浩 必要67 医療法人菊川医院 橿原市上品寺町380-22 0744-23-0202 内科（禁煙外来） 菊川 政男 不要68 クリニック神宮前 橿原市内膳町5-4-41コンフォート八木１階 0744-23-8568 内科 高見 武志 不要69 医療法人甲谷医院 橿原市石原田町281-13 0744-22-0788 甲谷 武彦 必要70 錦織病院 橿原市木原町77-1 0744-29-5600 錦織 方人 不要71 北奥耳鼻咽喉科 橿原市久米町650-1 0744-28-4133 耳鼻咽喉科 北奥 恵之 不要72 医療法人 桐山医院 橿原市大軽町123 0744-28-3456 内科・循環器・消化器・放射線科桐山邦徳 不要



保険適用のある禁煙支援医療機関（すこやかネットなら掲載） 平成23年12月現在NO. 医療機関名 所在地 電話 禁煙支援担当診療科 担当医師名 予約の要否73 医療法人雅会山本クリニック 橿原市東坊城町202-1 0744-28-2205 内科 山本雅敏 不要74 医療法人社団誠医会 安東内科医院 橿原市山之坊町69-1 0744-24-8628 内科 安東範明 不要75 飛鳥川クリニック 橿原市新口町119-3 0744-23-7441 内科 水本純 不要76 ますが診療所 橿原市曽我町1063の6ラカーサ慈光 0744-26-0500 内科 浦達哉 不要77 医療法人田中医院 橿原市四条町820-15 0744-22-3707 内科 田中 秀一 不要78 医療法人西井会西井クリニック 橿原市光陽町100番地の21 0744-26-6815 内科 西井 勤 必要79 矢野内科外科医院 橿原市栄和町23-4ニュー山雅１Ｆ 0744-22-4168 内科 矢野友昭 不要80 医療法人康誠会 藤原京クリニック 橿原市四分町23番地 0744-20-0311 内科 筒井 久善 不要81 医療法人さくら会 うねび内科クリニック 橿原市四分町2-1うねびクリニックモール1階 0744-20-2555 内科・呼吸器科 木村 嘉宏 不要82 辻本内科医院 橿原市内膳町1-1-5大通口ビル2階 0744-22-0777 内科 辻本 正之 必要83 阪口クリニック 橿原市北妙法寺町521 0744-25-7272 内科、胃腸科 阪口 晃行 不要84 医療法人 藤三会 藤本医院 桜井市吉備165の1 0744-43-1702 呼吸器内科 藤本 憲弘 不要85 医療法人米田医院 桜井市桜井526番地3 0744-46-0313 呼吸器科（日本循環器学会認定呼吸器指導医米田 尚弘 不要86 医療法人幸仁会木下医院 桜井市大字阿部550番地 0744-42-4053 内科 木下 國浩87 千森医院 桜井市粟殿466-2 0744-43-8088 内科 千森 正和 不要88 小池医院 桜井市外山下田新町1658 0744-42-0121 内科 小池 洋一 不要89 医療法人医眞会 植田医院 桜井市三輪496番地１ 0744-42-6107 内科 植田 佳秀 不要90 医療法人 坂根医院 磯城郡田原本町矢部337-1 0744-34-3300 呼吸器内i科 坂根 俊輔 必要91 国保中央病院 磯城郡田原本町宮古404-1 0744-32-8800 内科 吉井純一・堀 亜希子 必要92 小嶌内科小児科 磯城郡田原本町三笠17-8 0744-33-0933 内科 小嶌 秀之 不要93 奈良県健康づくりセンター 磯城郡田原本町宮古404の7 0744-32-0230 内科 赤羽 たけみ 必要94 田原本療院 磯城郡田原本町120 0744-32-2036 内科 植山 正邦 不要95 小阪内科クリニック 磯城郡田原本町新町52番地3 0744-32-2602 内科 小阪 俊文 必要96 忠岡医院 磯城郡田原本町秦庄456-8 0744-32-2629 内科･循環器内科 忠岡 信一郎 不要97 谷口内科医院 宇陀市榛原あかね台2-19-5 0745-82-5888 内科 谷口 純一 必要98 熊田内科クリニック 宇陀市榛原天満台東1丁目10-13 0745-85-3550 循環器内科 熊田 光雄 不要99 曽爾村国民健康保険診療所 宇陀郡曽爾村大字伊賀見43-1 0745-94-2212 内科 不要100 医療法人 春日医院 大和高田市東中2-4-1 0745-23-8010 呼吸器内科 春日 宏友 必要101 中谷医院 大和高田市礒野東町3-5 0745-52-2191 内科 中谷 晃 不要102 医療法人 きむクリニック 大和高田市土庫1-3-22 0745-24-7070 呼吸器内科 金東実 不要103 医療法人 中谷診療所 大和高田市春日町2-1-60 0745-52-2166 内科 中谷 真士 不要104 大和高田市国民健康保険天満診療所 大和高田市大字吉井40番地の1 0745-52-5357 禁煙外来 梅本 典江 不要105 医療法人 田中医院 大和高田市幸町2丁目18大和高田ｱｰﾊﾞﾝｺﾝﾌｫｰﾄ 0745-23-7117 内科 田中 重人 不要106 中井記念病院 大和高田市根成柿151-1 0745-21-1100 禁煙外来(水９～12時）内科(18時～20時） 中本 照子 不要107 松村医院 御所市戸毛991 0745-67-0165 松村 榮久 必要108 堀江医院 御所市櫛羅735の2番地 0745-62-3059 内科 堀江 浩章 必要109 医療法人 榎本医院 御所市戸毛1130 0745-67-0008 内科 榎本 泰三 不要110 友診療所 御所市重阪771-1 0747-26-0070 内科 宮本 誠司 必要111 西川医院 御所市柿ヶ坪687 0745-62-2080 内科 西川 潔 不要112 医療法人 澤田医院 香芝市五位堂5-155 0745-76-2177 内科 澤田 健史 必要113 東朋香芝病院 香芝市瓦口211番地1 0745-76-0251 禁煙外来 平田 宗隆 不要114 枡岡診療所 香芝市磯壁４丁目162番地の1 0745-76-7678 枡岡 進115 医療法人山本内科医院 香芝市真美ヶ丘1-14-28 0745-77-3773 内科 山本 智生 不要



保険適用のある禁煙支援医療機関（すこやかネットなら掲載） 平成23年12月現在NO. 医療機関名 所在地 電話 禁煙支援担当診療科 担当医師名 予約の要否116 かわしま内科外科こどもクリニック 香芝市旭ヶ丘２丁目30-4 0745-79-1155 内科 川島 健 不要117 医療法人康成会 旭ヶ丘クリニック 香芝市旭ヶ丘5-36-1 0745-71-5600 内科 金子 嘉成 必要118 西本内科 香芝市旭ヶ丘4-2-1 0745-71-2122 内科 西本 和央 必要119 医療法人千幸会 片岡医院 香芝市西真美1-5-1プラザ西真美2001号 0745-78-1818 内科 片岡 由幸 必要120 安田医院 香芝市今泉7-1 0745-78-7100 内科 安田 志郎 不要121 医療法人 和田クリニック 香芝市下田西1丁目10番17号アバンギャルド1階 0745-78-1700 呼吸器内科 和田 虎三 不要122 さない内科医院 香芝市真美ヶ丘4丁目16番1号 0745-78-0239 内科 真井 久夫 不要123 二上駅前診療所 香芝市穴虫1045-1 0745-71-4180 内科 山田 秀樹 不要124 堀川医院 香芝市穴虫106 0745-77-1197 内科 堀川 巳清 不要125 かわもとクリニック 香芝市畑3-926-1 0745-51-6333 内科 河本 秀宣 不要126 加藤クリニック 香芝市穴虫1055-1 0745-71-5677 脳神経外科 加藤 隆行 不要127 近藤クリニック真美ヶ丘腎センター 北葛城郡広陵町馬見北6-1-8 0745-55-7222 不要128 かがや内科クリニック 北葛城郡上牧町米山台2-2-10 0745-45-8070 禁煙外来 加賀谷 順子 必要129 くずもとファミリークリニック 北葛城郡上牧町葛城台3丁目12-22 0745-51-3355 内科 葛本 幸康 不要130 医療法人健生会 河合診療所 北葛城郡河合町穴闇81-1 0745-57-0212か0213 禁煙外来 松岡 正樹 不要131 医療法人康成会 星和台クリニック 北葛城郡河合町星和台2丁目1番地の20 0745-31-2071 内科 堀井 康弘 必要132 南王寺診療所 北葛城郡王寺町畠田4-1-17王寺メディカルヴィラ 0745-72-2279 内科 飯尾 成泰 不要133 王寺胃腸内科 北葛城郡王寺町舟戸1丁目1番10号 0745-32-9396 内科 村上 浩二 不要134 竹田内科 北葛城郡王寺町久度2丁目3-1-302号 0745-32-1166 循環器内科 竹田 育弘 不要135 まつおかクリニック 北葛城郡王寺町王寺2-9-15ルカーラビル３Ｆ 0745-33-1500 内科 松岡 正樹 不要136 武内クリニック 北葛城郡王寺町元町2-2479-1 0745-72-1618 内科 武内 拓 不要137 医療法人 鎌田医院賀名生診療所 五條市西吉野町屋那瀬13 0747-32-0525 内科 鎌田 勝三郎 不要138 中西クリニック 五條市五條3-2-20 0747-25-2760 内科 中西 淳 不要139 奈良県立五條病院 五條市野原西五丁目2番59号 0747-22-1112 外科 吉村 淳 必要140 槇野医院 五條市新町2-3-8 0747-22-2004 内科 槇野 久春 必要141 ひらい内科クリニック 五條市今井4-1-16 0747-25-5525 呼吸器科 平井 妙代子 不要142 野迫川村国民健康保険診療所 吉野郡野迫川村大字中355番地の1 07473-7-2202 内科 中本 佑輔 不要143 十津川村国民健康保険小原診療所 吉野郡十津川村大字小原225番地の1 07466-3-0040 内科 巳波 健一 不要144 十津川村国民健康保険上野地診療所 吉野郡十津川村大字上野地264 07466-8-0207 内科 不要145 吉野町国民健康保険吉野病院 吉野郡吉野町丹治130-1 0746-32-4321 内科 鵜山 広樹 必要146 みぞかみ内科 吉野郡大淀町土田321-1 0747-64-8728 内科 溝上 晴久 必要147 黒滝村国民健康保険診療所 吉野郡黒滝村寺戸182番地の1 0747-62-2747 内科 西和田　敏 不要148 天川村国民健康保険直営診療所 吉野郡天川村大字南日裏200番地 0747-63-0355 森川 良雄 不要149 下北山村国民健康保険診療所 吉野郡下北山村大字寺垣内1033 07468-6-0130 禁煙外来 宮前 了輔 必要150 上北山村国民健康保険診療所 吉野郡上北山村大字河合381番地 07468-2-0016 内科 明石 陽介 必要


