令和３年度 奈良県肝炎検査受診率向上事業 委託医療機関一覧
※すでに本事業での検査対応可能数を終了している医療機関もありますので、事前にご確認ください。
№

医療機関
所在地

医療機関名

医療機関住所

電話番号

1

大和高田市 大和高田市立病院

大和高田市礒野北1番1号

0745-53-2901

2

大和高田市 医療法人田中医院

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

3

大和高田市 医療法人黄クリニック

大和高田市神楽2-12-34

0745-24-3535

4

大和高田市 中谷医院

大和高田市礒野東町3-5

0745-52-2191

5

大和高田市 日の出診療所

大和高田市日之出町11-6

0745-23-4321

6

大和高田市 吉條外科

大和高田市東中1-13-10

0745-22-7711

7

大和高田市 医療法人 中谷診療所

大和高田市春日町2丁目1-60

0745-52-5166

8

大和郡山市 医療法人 上田医院 北和診療所

大和郡山市九条町362-2

0743-52-3501

9

大和郡山市 善本内科クリニック

大和郡山市野垣内町2-2 郡山駅前団地7号棟

0743-53-7888

10

大和郡山市 牧浦内科

大和郡山市額田部北町479-3

0743-57-6595

11

大和郡山市 矢田山診療所

大和郡山市矢田山町58

0743-53-7741

12

大和郡山市 社会医療法人田北会 田北病院

大和郡山市城南町2-13

0743-54-0112

13

大和郡山市 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

14

大和郡山市 おおさかクリニック

大和郡山市小泉町3-6-1

0743-59-4411

15

大和郡山市 医療法人にしざき内科クリニック

大和郡山市藤原町2-18,1階

0743-85-5251

16

天理市

(医)宮城会 宮城医院

天理市丹波市町302

0743-63-1114

17

天理市

いのうえ内科クリニック

天理市富堂町147-3

0743-69-5525

18

天理市

小林クリニック

天理市西長柄町163

0743-66-0300

19

天理市

医療法人髙宮会 髙宮病院

天理市柳本町1102

0743-67-1605

20

天理市

よしこクリニック

天理市田井庄町686

0743-69-5100

21

天理市

医療法人 くらもと胃腸科医院

天理市川原城町704-3F

0743-68-2252

22

天理市

医療法人 松山医院

天理市柳本町196-1

0743-67-7056

23

橿原市

医療法人 たなせ医院

橿原市久米町 421-1

0744-28-7605

24

橿原市

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１F

0744-20-2555

25

橿原市

クリニック神宮前

橿原市内膳町 5丁目4-41 コンフォート八木１Ｆ

0744-23-8568

26

橿原市

医療法人彩雲会 辻本内科医院

橿原市内膳町1-1-5 大通口ビル2F

0744-22-0777

27

橿原市

医療法人 進羽会 橋本クリニック

橿原市八木町 1丁目7-30

0744-20-3133

28

橿原市

奈良県医療福祉生活協同組合 みみなし診療所

橿原市木原町230-1

0744-23-5722

29

橿原市

井上クリニック

橿原市内膳町1-1-11U遊タウンビル1F

0744-29-1199

30

橿原市

医療法人孝元会 髙岡医院

橿原市石川町503

0744-27-8325

31

橿原市

医療法人豊生会 森下内科医院

橿原市見瀬町671-1

0744-28-1131

32

橿原市

医療法人藤井会 ふじい内科医院

橿原市曽我町849-3

0744-22-2427

33

橿原市

医療法人村田医院

橿原市曽我町1045-25

0744-24-4838

34

橿原市

医療法人山村クリニック

橿原市内膳町5-2-30 OJビル2階

0744-20-1758

35

橿原市

ときわクリニック

橿原市常盤町539-1

0744-25-6655

※すでに本事業での検査対応可能数を終了している医療機関もありますので、事前にご確認ください。
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医療機関
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36

橿原市

飛鳥川クリニック

橿原市新口町119-3

0744-23-7441

37

橿原市

徳岡クリニック

橿原市豊田町270-1

0744-29-7711

38

橿原市

医療法人 芳隆会 八嶌医院

橿原市内膳町2丁目1番30号

0744-22-2195

39

橿原市

医療法人 一路会 錦織病院

橿原市木原町77-1

0744-29-5600

40

橿原市

医療法人 中尾医院

橿原市菖蒲町3-2-3

0744-27-4575

41

橿原市

医療法人 吉川医院

橿原市中曽司町175

0744-22-0174

42

橿原市

さかもとクリニック

橿原市木原町26-1

0744-20-2222

43

橿原市

おおすみ内科医院

橿原市石原田町160-6

0744-20-1108

44

橿原市

西岡医院

橿原市北八木町3丁目50-1

0744-22-2606

45

橿原市

辻本内科メンタルクリニック

橿原市木原町230番の1

0744-20-3228

46

橿原市

医療法人 翠悠会診療所

橿原市葛本町676-1

0744-26-2222

47

橿原市

医療法人 康成会 藤原京クリニック

橿原市四分町23

0744-20-0311

48

橿原市

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

49

桜井市

医療法人新和会 岡本内科こどもクリニック

桜井市戒重206-1

0744-42-4152

50

桜井市

羽田医院

桜井市西之宮228-35

0744-43-2120

51

桜井市

(医)幸仁会木下医院

桜井市大字阿部550

0744-42-4053

52

桜井市

きむら内科医院

桜井市桜井52-4

0744-42-2525

53

桜井市

内藤医院

桜井市桜井996

0744-42-2138

54

五條市

医療法人鎌田医院田園診療所

五條市田園3丁目11-10

0747-26-1150

55

五條市

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

56

御所市

清保医院

御所市98-1

0745-62-2021

57

御所市

済生会御所病院

御所市大字三室20

0745-62-3585

58

御所市

医療法人 𠮷川会 𠮷川診療所

御所市東松本8-1 ATYビル1F

0745-63-2323

59

御所市

森岡医院

御所市755-1

0745-64-2345

60

生駒市

勝間内科医院

生駒市さつき台2-451-27

0743-77-0670

61

生駒市

つじもと医院

生駒市鹿ノ台東2-4-4

0743-61-5131

62

生駒市

医療法人 友岡診療所

生駒市辻町397-8 東生駒8番館2Ｆ

0743-73-1881

63

生駒市

医療法人 好川婦人科クリニック

生駒市東新町4-20 石丸ビル101号

0743-75-8600

64

生駒市

医療法人社団宏義会 宇山内科クリニック

生駒市東生駒2-207-120

0743-84-7149

65

生駒市

石井クリニック

生駒市壱分町83-48

0743-76-2828

66

生駒市

医療法人和幸会 阪奈中央病院

生駒市俵口町741

0743-74-8660

67

生駒市

きくち診療所

生駒市谷田町881-1

0743-74-8533

68

生駒市

医療法人 近藤整形外科

生駒市辻町399-50 トキワビル1Ｆ

0743-73-0088

69

香芝市

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

70

香芝市

まるはしファミリークリニック

香芝市五位堂3-436-1 アンタレス五位堂1F

0745-43-9240

71

香芝市

かわしま内科・外科こどもクリニック

香芝市旭ヶ丘2-30-4

0745-79-1155

72

香芝市

医療法人博友会 みちのクリニック

香芝市下田西1-6-12

0745-79-8723
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73

香芝市

香芝・村尾クリニック

香芝市磯壁3-40-1

0745-78-5810

74

香芝市

(医)和田クリニック

香芝市下田西1-10-17 アバンギャルド1F

0745-78-1700

75

香芝市

安田医院

香芝市今泉7-1

0745-71-7100

76

香芝市

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

77

葛城市

医療法人 鵜山医院

葛城市新庄16

0745-69-2070

78

葛城市

山本医院

葛城市八川153-1

0745-48-1231

79

葛城市

医療法人 堀内医院

葛城市忍海338-4

0745-62-2958

80

宇陀市

医療法人山本診療所

宇陀市榛原ひのき坂2-1-9

0745-82-6707

81

宇陀市

医療法人谷口内科医院

宇陀市榛原あかね台2-19-5

0745-82-5888

82

宇陀市

宇陀市立病院

宇陀市榛原萩原815

0745-82-0381

83

宇陀市

医療法人 智光会 城井内科医院

宇陀市榛原下井足12-1

0745-96-9680

84

山辺郡

山添村国民健康保険豊原診療所

山辺郡山添村大字三ケ谷970番地

0743-87-0003

85

山辺郡

山添村国民健康保険波多野診療所

山辺郡山添村大字中峰山1028番地の1

0743-85-0005

86

山辺郡

山添村国民健康保険東山診療所

山辺郡山添村大字桐山62番地の1

0743-86-0441

87

生駒郡

医療法人緑会 たなかクリニック

生駒郡平群町下垣内124

0745-45-1916

88

生駒郡

医療法人愛信会 芝田内科クリニック

生駒郡平群町椿井734-1

0745-46-3236

89

生駒郡

松井内科

生駒郡平群町菊美台1-7-5 宝栄辰巳ビル2階-1

0745-45-8837

90

生駒郡

美松ヶ丘クリニック

生駒郡三郷町美松ケ丘東1-1-4

0745-73-0707

91

生駒郡

斑鳩の里内科醫院

生駒郡斑鳩町興留6-2-8

0745-74-2630

92

生駒郡

医療法人和礼会 前田クリニック

生駒郡斑鳩町龍田西8-6-10

0745-75-5711

93

磯城郡

医療法人 小嶌内科小児科

磯城郡田原本町三笠17-8

0744-33-0933

94

磯城郡

忠岡医院

磯城郡田原本町秦庄456-8

0744-32-2629

95

北葛城郡

(医)郁慈会 服部記念病院

北葛城郡上牧町上牧4244

0745-77-1333

96

北葛城郡

医療法人 酒井診療所

北葛城郡王寺町王寺2-2-5

0745-73-6000

97

北葛城郡

医療法人 村上医院

北葛城郡王寺町舟戸1-1-10

0745-32-9396

98

北葛城郡

おおひがしクリニック

北葛城郡広陵町南郷676-1

0745-44-3033

99

北葛城郡

(医)広緑会 いけなか内科クリニック

北葛城郡広陵町安部236-1-3

0745-54-1113

100

北葛城郡

まみがおか内科

北葛城郡広陵町馬見南1-6-20

0745-54-0715

101

北葛城郡

いまづ小児科

北葛城郡広陵町馬見中5-6-37

0745-54-6811

102

北葛城郡

岡本クリニック

北葛城郡広陵町三吉542-2

0745-54-0001

103

北葛城郡

医療法人 杉原内科

北葛城郡広陵町三吉70-2

0745-55-1585

104

北葛城郡

大浦内科クリニック

北葛城郡河合町中山台1-1-18

0745-43-7287

105

北葛城郡

はえの医院

北葛城郡河合町星和台2-1-13

0745-34-0067

106

吉野郡

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

0746-63-0040

107

吉野郡

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番地

0746-68-0207

医療機関名

医療機関住所

電話番号

