名称

住所

1 大和高田市立病院

大和高田市礒野北町１番１号

2 社会医療法人健生会

土庫こども診療所

大和高田市日之出町１３番３号

3 社会医療法人健生会

土庫病院

大和高田市日之出町１２番３号

4 日の出診療所

大和高田市日之出町１１番６号

5 かおり皮フ科

大和高田市大谷７５８番地８０

6 おおはた耳鼻咽喉科

大和高田市大谷758-80

7 医療法人翠悠会

大和高田市西町1番26号

高田診療所

8 こどもとかぞくの診療所

大和高田市市場６９９

9 ましたに内科クリニック

大和高田市幸町3－18

トナリエ大和高田３階

10 たむら眼科クリニック

大和高田市幸町3－18

トナリエ大和高田

11 中島医院

大和郡山市柳５丁目１６番地

12 郡山いむらクリニック

大和郡山市田中町７６３

13 在宅支援いむらクリニック

大和郡山市田中町７２８番地

14 医療法人おおぞらこどもクリニック

大和郡山市天井町２２３番地１

15 独立行政法人地域医療機能推進機構
16 医療法人田北会

大和郡山病院

田北病院

17 独立行政法人国立病院機構

大和郡山市朝日町１番６２号
大和郡山市城南町２番１３号

やまと精神医療センター

大和郡山市小泉町２８１５番地

18 松本内科クリニック

大和郡山市高田町９２－１４

19 山科皮膚科医院

大和郡山市高田町９２－１４

20 医療法人

天理市柳本町１９６－１

松山医院

21 寺西医院

ハーベス２階

天理市東井戸堂町４２６－６

22 社会医療法人高清会

高井病院

天理市蔵之庄町４７０－８

23 社会医療法人高清会

高井病院（歯科）

天理市蔵之庄町４７０－８

24 医療法人和光会

天理駅前歯科診療所

天理市川原城町８４１

25 医療法人和光会

西長柄歯科診療所

天理市西長柄町４４９番地２

26 たかはしファミリ－クリニック

天理市西井戸堂町４３９－５

27 うえつきクリニック

天理市守目堂町１０６－２

28 ころころこどもクリニック

天理市指柳町256-11

29 公益財団法人

天理市三島町２００番地

天理よろづ相談所病院

30 医療法人一路会

錦織病院

橿原市木原町77-1

31 みうらこどもクリニック

橿原市北妙法寺町５６３番地

32 医療法人桂会

橿原市兵部町６－２８

平尾病院

33 橋本クリニック

橿原市八木町１－７－３０

34 医療法人友愛会

しらかしクリニック

35 山村クリニック

橿原市白橿町２丁目２２１１－１
橿原市内膳町５丁目２－３０

36 医療法人良翔会

ちゅうわ往診クリニック

37 医療法人橿の木会

さわやか歯科

ＯＪビル２Ｆ

橿原市内膳町４－４３－６
橿原市中曽司町１９１－１４

38 医療法人

吉川医院

橿原市中曽司町１７５

39 医療法人

桐山医院

橿原市大軽町１２３

40 岡下矯正歯科

橿原市石川町282-3

41 おおすみ内科医院

橿原市石原田町１６０－６

42 ときわクリニック

橿原市常盤町５３９－１

43 かわはらこどもクリニック

橿原市上品寺町２０４－１

44 医療法人

橿原市菖蒲町４丁目９番１６号

下里クリニック

45 平成まほろば病院

橿原市四分町８２番地１

46 原眼科クリニック

橿原市四分町２－１

47 奈良県立医科大学附属病院

橿原市四条町８４０番地

48 奈良県立医科大学附属病院（歯科）

橿原市四条町８４０番地

49 平成記念病院

橿原市四条町８２７

50 医療法人風天会

森医院

51 牧野眼科
52 医療法人

3階

うねびクリニックモール２階

橿原市五条野町２２９４番地
橿原市曲川町7－20－1イオンモール橿原3階

野島眼科

53 柏木耳鼻咽喉科

橿原市久米町６１５番地
橿原市久米町615

赤心ビル１F

54 医療法人ひのうえ会 ひがみリウマチ・糖尿病内科クリニック 橿原市葛本町701番地
55 医療法人博洋会

宮本医院

赤心ビル３階

橿原市葛本町３６４－１

名称

住所

56 うなて医院

橿原市雲梯町140-1-A

57 医療法人飯岡会

のぞみ診療所

58 社会医療法人健生会

桜井市大字忍阪３９－１

大福診療所

桜井市大字大福２４０－１

59 飯岡形成外科ひふ科

桜井市大字川合２５９－５

60 いいおか医院

桜井市大字芝３６６

61 医療法人社団岡田会

山の辺病院

桜井市草川６０番地

62 医療法人社団岡田会

山の辺病院（歯科）

桜井市草川６０番地

63 医療法人

とりい眼科

桜井市川合２５６－２

64 香山クリニック

桜井市西之宮２１９－５

65 すずきこどもクリニック

桜井市上之庄７１０－１

66 医療法人新和会

桜井市戒重２０５番１・２０６番１、２

岡本内科こどもクリニック

67 社会福祉法人恩賜財団
68 南和広域医療企業団

済生会中和病院

桜井市阿部３２３番地

五條病院

五條市野原西５丁目２番５９号

69 足立医院

五條市須恵2丁目6-21

70 田仲医院

御所市大字奉膳３６３

71 社会福祉法人恩賜財団
72 医療法人

済生会御所病院

御所市三室２０番地

榎本医院

御所市戸毛1130番地

73 生駒胃腸科肛門科診療所

生駒市本町７－１０

74 医療法人学芳会

生駒市本町１番７号

倉病院

75 渡邉内科外科クリニック

生駒市北大和１丁目３－１

76 たにの皮ふ科クリニック

生駒市北大和1丁目23-9

77 医療法人葛城会

かつらぎ眼科クリニック

生駒市北新町10番36

78 医療法人和幸会

阪奈中央病院

生駒市俵口町７４１番地

402号

79 どいクリニック

生駒市南田原町１０３８番地

80 生駒市立病院

生駒市東生駒１丁目６番地２

81 医療法人社団松下会
82 医療法人

東生駒病院

生駒市辻町４番１号

友岡診療所

生駒市辻町３９７－８

83 なかや小児科
84 医療法人葛城会

生駒市谷田町870-2
かつらぎ眼科クリニック

近鉄生駒院

東生駒８番館２階

中谷ビル3階

生駒市谷田町1600番地

85 島野歯科クリニック

生駒市西白庭台2-20-4

86 はぎはらクリニック

生駒市真弓４丁目４－７

87 たけつな小児科クリニック

生駒市真弓１丁目２－８

88 なんぶ眼科

生駒市真弓１－２－８

89 医療法人

五月会

おおはし歯科クリニック

生駒市山崎町21－39グランレーヴ東生駒102

90 たかだこどもクリニック

生駒市山崎町２１－２８

91 近畿大学奈良病院

生駒市乙田町１２４８番１号

92 医療法人

生駒市あすか野北１－２－１２

大塚医院

93 吉内内科糖尿病ファミリークリニック

生駒市あすか野南3-7-21

94 医療法人

香芝市畑3丁目926-1

かわもとクリニック

95 医療法人千幸会
96 医療法人

片岡医院

大須賀眼科

香芝市西真美１－５－１

プラザ西真美２００１号

香芝市真美ケ丘６丁目１０

97 まみ小児科

エコールマミ南館２階

香芝市真美ケ丘6-7-13

98 社会医療法人高清会

香芝旭ヶ丘病院

99 さかもと小児科

香芝市上中８３９番地
香芝市上中５４４－１

100 まるはしファミリ－クリニック

香芝市五位堂３丁目４３６－１

101 医療法人藤井会

香芝生喜病院

香芝市穴虫３３００番地３

102 医療法人輝心会

加藤クリニック

香芝市穴虫１０５５－１

103 二上駅前診療所

香芝市穴虫1045-1

104 岡本歯科医院

香芝市下田西２丁目１０番１０号

105 医療法人博友会

みちのクリニック

106 つじ眼科
107 医療法人

香芝市下田西１丁目６番１２号
香芝市下田西１丁目１０－１９メディカルプラザ香芝４階

谷山耳鼻咽喉科クリニック

108 医療法人康成会

旭ヶ丘クリニック

香芝市旭ケ丘五丁目36番地14
香芝市旭ケ丘５丁目３６番１

109 西本内科

香芝市旭ケ丘４丁目２－１

110 川﨑眼科

香芝市旭ケ丘４－２－１

名称

住所

111 かわしま内科・外科・こどもクリニック

香芝市旭ケ丘２丁目３０－４

112 医療法人友愛会

葛城市北花内６１６－１

かつらぎクリニック

113 山本医院
114 医療法人

葛城市八川１５３－１
奏希会

しばたこどもクリニック

葛城市八川１１４番地３

115 椿本歯科医院

葛城市長尾１０１番地１

116 医療法人

葛城市新庄１６番地

鵜山医院

117 宇陀市立病院

宇陀市榛原萩原８１５番地

118 医療法人豊生会
119 医療法人

加藤クリニック

康成会

宇陀市榛原長峯２００番地の２

菊美台クリニック

生駒郡平群町菊美台1丁目10番13号

120 たかつかこどもクリニック

生駒郡平群町下垣内134-1

121 一般財団法人信貴山病院

生駒郡三郷町勢野北４丁目１３番１号

122 医療法人翠悠会

ハートランドしぎさん

王寺診療所

生駒郡三郷町勢野東6丁目15番27号

123 城山台クリニック

生駒郡三郷町城山台１丁目４－４

124 奈良県西和医療センター

生駒郡三郷町三室１丁目１４番１６号

125 医療法人スマイルクリエイター
126 医療法人桃秀会

ことぶき歯科

127 医療法人社団

かじもと眼科クリニック
坂根医院

生駒郡斑鳩町龍田西８－９－３０
生駒郡斑鳩町興留五丁目１－３４
磯城郡田原本町矢部337-1

128 はたけやま耳鼻咽喉科・アレルギー科

磯城郡田原本町保津２９２－１

129

磯城郡田原本町大字多７２２番地

地方独立行政法人奈良県立病院機構

奈良県総合リハビリテーションセンター

130 国保中央病院

磯城郡田原本町大字宮古４０４－１

131 曽爾村国民健康保険診療所

宇陀郡曽爾村伊賀見43-1

132 菊山歯科医院

宇陀郡御杖村大字神末３８８１

133 御杖村国民健康保険診療所

宇陀郡御杖村菅野1581

134 へいせいたかとりクリニック

高市郡高取町大字兵庫202番地

135 医療法人

西川歯科医院

北葛城郡上牧町服部台４－５－１

136 王寺眼科耳鼻咽喉科医院

北葛城郡王寺町久度５－２－１２

137 医療法人

北葛城郡王寺町王寺2-7-23

相志和診会

岩間循環器内科

亀井興産ビル3階

138 王寺ステーション眼科

北葛城郡王寺町王寺2-4-7 王寺クリニックスクエア4F

139 医療法人

竹村医院

北葛城郡広陵町大字百済1327番地

140 医療法人

広緑会

北葛城郡広陵町安部236番地1-3

いけなか内科クリニック

141 ゆかわ眼科クリニック

北葛城郡広陵町安部２３６－１－１

142 社会医療法人健生会

北葛城郡河合町大字穴闇８１－１

143 医療法人健樹会

河合診療所

むらかみ小児科

北葛城郡河合町広瀬台３丁目３番６号

144 南和広域医療企業団

吉野病院

吉野郡吉野町丹治１３０番１

145 南和広域医療企業団

南奈良総合医療センター

吉野郡大淀町大字福神８番１

146 医療法人

田仲医院

吉野郡大淀町下渕５４－３

147 下北山村国民健康保険診療所

吉野郡下北山村寺垣内１０３３

148 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

