
No. 市町村名 氏名 ふりがな 所属施設 郵便番号 所属施設住所 所属施設TEL

1 飯田　孝志 いいだ　たかし (医)飯田医院 6308261 奈良市北市町36 (0742)23-0701

2 飯田　二昭 いいだ　つぐあき 飯田医院 6308127 奈良市三条添川町3-3　 (0742)34-0333

3 金田　能尚 かねだ　よしなお 金田内科クリニック 6308225 奈良市西御門町28　北川ビル2F (0742)26-2255

4 北山　勘解由 きたやま　かげゆ 北山医院 6308114 奈良市芝辻町1-9-5　 (0742)33-6383

5 神野　進 しんの　すすむ しんのクリニック 6308136 奈良市恋の窪1-5-1　 (0742)87-0577

6 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 6308441 奈良市神殿町644-1　 (0742)62-7577

7 墳本　敏彦 つかもと　としひこ (医)つかもと整形外科 6308266 奈良市花芝町28　丸谷ビル1F (0742)23-5680

8 寺崎　豊博 てらさき　とよひろ (医)寺崎クリニック 6308341 奈良市南城戸町67　 (0742)22-5091

9 中井　章至 なかい　しょうじ (医)中井医院 6308115 奈良市大宮町3-4-33　 (0742)33-7785

10 永田　厚 ながた　あつし 永田医院 6308114 奈良市芝辻町4-13-1　 (0742)34-7025

11 中村　潤 なかむら　じゅん （医）桜潤会　奈良やよいクリニック 6308122 奈良市三条本町2-20 マツダオフィスビル1F　 (0742)20-6480

12 西尾　功 にしお　いさお 西尾外科医院 6310033 奈良市あやめ池南1-7-7　 (0742)45-0002

13 古家　美幸 ふるや　みゆき ふるや糖尿病・甲状腺クリニック 6310842 奈良市菅原東2丁目18-19　 (0742)53-1108

14 松下　隆蔵 まつした　りゅうぞう 松下クリニック 6310004 奈良市登美ケ丘2-5-21　 (0742)48-6022

15 水原　哲生 みずはら　てつお 水原診療所 6308115 奈良市大宮町5-278-1　新奈良ビル2F (0742)34-6175

16 三谷　紀之 みたに　のりゆき (医)三谷医院 6308441 奈良市神殿町171-4　 (0742)61-5057

17 森田　正純 もりた　まさずみ 森田医院 6308238 奈良市高天市町32　 (0742)22-3836
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18 奥野　修三 おくの　しゅうぞう (医)奥野クリニック 6350023 大和高田市日之出東本町20-18　 (0745)43-9700

19 春日　宏友 かすが　ひろとも (医)春日医院 6350065 大和高田市東中2-4-1　 (0745)23-8010

20 本田　晃生 ほんだ　あきお こどもとかぞくの診療所 6350074 大和高田市市場699　 (0745)22-1515

21 米田　正名 よねだ　まさな 整形外科よねだクリニック 6350092 大和高田市大中南町3-69 (0745)43-6868

22 大和郡山市 原　裕 はら　ゆたか (医)芳愛会原医院 6391115 大和郡山市横田町708-3　 (0743)56-3094

23 井上　孝文 いのうえ　たかふみ いのうえ内科医院 6320072 天理市富堂町147-3 (0743)69-5525

24 友永　轟 ともなが　ごう (医)友永循環器医院 6320016 天理市川原城町275-1　松尾ビル2F (0743)71-8236

25 安東　範明 あんどう　のりあき (医)社団誠医会安東内科医院 6340071 橿原市山之坊町69-1　 (0744)24-8628

26 安東　美波留 あんどう　みはる (医)社団誠医会安東内科医院 6340071 橿原市山之坊町69-1　 (0744)24-8628

27 上野　聡 うえの　さとし 平成記念病院 6340813 橿原市四条町827　 (0744)29-3300

28 笠原　晋一 かさはら　しんいち 笠原内科医院 6340051 橿原市白橿町2-31-12　 (0744)27-0083

29 笠原　仁 かさはら　じん 笠原内科医院 6340051 橿原市白橿町2-31-12　 (0744)27-0083

30 窪田　一男 くぼた　かずお くぼた医院 6340064 橿原市見瀬町11-1　 (0744)27-1115

31 左官　弘和 さかん　ひろかず (医)友愛会しらかしクリニック 6340051 橿原市白橿町2-2211-1　 (0744)51-0801

32 土居　通明 どい　みちあき 土居医院 6340071 橿原市山之坊町85-33　 (0744)24-0213

33 西岡　久之 にしおか　ひさゆき 西岡医院 6340005 橿原市北八木町3-50-1 (0744)22-2606

34 村田　雄彦 むらた　かつひこ (医)村田医院 6340831 橿原市曽我町1045-25　 (0744)24-4838

35 山本　雅敏 やまもと　まさとし (医)雅会山本クリニック 6340835 橿原市東坊城町202-1　 (0744)28-2205

36 吉岡　邦則 よしおか　くにのり 吉岡医院 6340078 橿原市八木町2-2-18　 (0744)25-5068
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37 赤松　幸余 あかまつ　さちよ 辻医院 6330082 桜井市大字巻野内226-1　 (0744)43-1555

38 飯岡　壮吾 いいおか　そうご (医)飯岡会飯岡医院 6330074 桜井市大字芝351　 (0744)42-6144

39 奥山　節彦 おくやま　ともひこ 奥山医院 6330001 桜井市大字三輪384　 (0744)42-6036

40 五條市 寒川　英明 さむかわ　ひであき 寒川医院 6370071 五條市二見4-2-4 (0747)22-2120

41 榎本　泰三 えのもと　ひろみつ (医)榎本医院 6392251 御所市戸毛1130　 (0745)67-0008

42 勝山　慶之 かつやま　よしゆき 勝山内科医院 6392212 御所市中央通り1128 (0745)62-6438

43 沢田　陽子 さわだ　ようこ (医)友愛会沢田医院 6392200 御所市180-14　 (0745)62-0801

44 多林　伸起 たばやし　のぶおき (医)友愛会沢田医院 6392200 御所市180-14　 (0745)62-0801

45 西川　潔 にしかわ　きよし 西川医院 6392231 御所市柿ケ坪687　 (0745)62-2080

46 𠮷川　佳嗣 よしかわ　よしつぐ (医)𠮷川会𠮷川診療所 6392302 御所市東松本8-1　ＡＴＹビル1F (0745)63-2323

47 吉村　緑 よしむら　みどり 吉村診療所 6392212 御所市1347　 (0745)62-2037

48 生駒市 山下　正人 やました　まさと (医)風尚会やました医院 6300135 生駒市南田原町1039　 (0743)71-8234

49 澤田　健史 さわだ　けんじ (医)澤田医院 6390226 香芝市五位堂5-155　 (0745)76-2177

50 鎌田　喜太郎 かまだ　きたろう かまだ医院 6390227 香芝市鎌田464-3　 (0745)77-1118

51 牧浦　章子 まきうら　あきこ (医)牧浦医院 6390241 香芝市高28　 (0745)77-3054

52 丸橋　裕之 まるはし　ひろゆき まるはしファミリークリニック 6390226 香芝市五位堂3-436-1　 (0745)43-9240

53 和田　虎三 わだ　とらぞう (医)和田クリニック 6390231 香芝市下田西1-10-17　 (0745)78-1700
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54 鵜山　秀人 うやま　ひでと (医)鵜山医院 6392147 葛城市新庄16　 (0745)69-2070

55 小泉　雅紀 こいずみ　まさき (医)小泉医院 6392147 葛城市新庄119　 (0745)69-2501

56 西野　俊彦 にしの　としひこ (医)友愛会かつらぎクリニック 6392113 葛城市北花内616-1　 (0745)69-0801

57 𠮷川　義朗 よしかわ　よしろう (医)友愛会かつらぎクリニック 6392113 葛城市北花内616-1　 (0745)69-0801

58 福井　直人 ふくい　なおと 福井療院 6330315 宇陀市室生大野2253　 (0745)92-2006

59 吉井　次郎 よしい　じろう (医)吉生会吉井整形外科医院 6330204 宇陀市榛原福地374-1　 (0745)82-2888

60 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 6302351 山辺郡山添村大字中峰山1028-1　 (0743)85-0005

61 北　廣美 きた　ひろみ (医)やわらぎ会介護老人保健施設悠々の郷 6360905 生駒郡平群町上庄1-15-1　 (0745)46-2255

62 松井　一哲 まつい　かずのり 松井内科 6360906 生駒郡平群町菊美台1-7-5　宝栄辰巳ビル 2F-1 (0745)45-8837

63 紀川　伊克 きかわ　ただよし (医)紀川会紀川医院 6360811 生駒郡三郷町勢野東4-14-1　 (0745)31-5155

64 増井　一弘 ますい　かずひろ (医)美松ケ丘クリニック 6360805 生駒郡三郷町美松ケ丘東1-1-4　 (0745)73-0707

65 斑鳩町 川本　博 かわもと　ひろし 川本医院 6360122 生駒郡斑鳩町阿波2-5-1　 (0745)75-3471

66 川西町 牧浦　幸男 まきうら　さちお 牧浦医院 6360204 磯城郡川西町大字唐院43-1 (0744)43-0174

67 明日香村 武田　以知郎 たけだ　いちろう 明日香村国民健康保険診療所 6340143 高市郡明日香村立部745 (0744)54-3005

68 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 6360081 北葛城郡河合町星和台2-1-20　 (0745)31-2071

69 大淀町 渡辺　淳 わたなべ　あつし (社福)綜合施設美吉野園診療所 6380821 吉野郡大淀町下渕629　 (0747)52-5555

70 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 6380045 吉野郡下市町新住155-1　 (0747)52-0550

71 下北山村 田口　浩之 たぐち　ひろゆき 下北山村国民健康保険診療所 6393803 吉野郡下北山村大字寺垣内1033　 (07468)6-0130

72 東吉野村 下間　庸光 しもつま　のぶあき 下間医院 6332431 吉野郡東吉野村小730　 (0746)42-0016

葛城市

宇陀市

平群町

三郷町


