
屋内 屋外 在宅 施設1 医療法人岡谷会おかたに病院 奈良市南京終町1丁目25-1 0742-63-7700 月・火・水・木・金　9:00-16:00 ○ 〇2 奈良市立休日夜間応急診療所 奈良市柏木町519番地の28 新型コロナ発熱患者受診相談窓口・他医療機関からの紹介FAXを受け、奈良市保健所が受診予約調整月・火・水・木・金　13:00-17:00（完全予約制）土　　予約制＋休日夜間応急診療所（本棟）からの紹介　15:00-19:00休日　予約制＋休日夜間応急診療所（本棟）からの紹介　10:00-19:00 ○ ○3 衞藤医院 奈良市学園南1-1-17 0742-43-2525 月・火・水・金・土　9:00-12:00月・火・水・金　　　18:00-20:00 ○ ○ ○ ○ ○4 阿部クリニック 奈良市学園南1-2-20 0742-44-5155 月・火・金　9:00-10:30 17:00-18:00水・土  9:00-10:30※かかりつけ患者のみ対応　※車で来院、待機できる方のみ対応　※電話での検査予約必要 ○ 〇5 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 月・水・金　10:30-11:30 18:30-19:30火・木・土  9:00-10:30※基本かかりつけの患者のみ対応可能※車で来院、待機できる方のみ対応 ○ 〇

②抗原定性検査キットの無料配布の有無
①発熱外来認定医療機関（診療・検査医療機関）一覧

及び②重症化リスクの低いと考えられる有症状者への抗原定性検査キットの配布医療機関一覧

令和4年8月30日現在

医療機関名 医療機関所在地 電話番号※１ 電話対応可能な曜日・時間※すべての医療機関は、来院前に事前連絡が必ず必要です。 ①診療・検査診察方式　　　※２経口抗ウイルス薬の取り扱いの有無
※すべての医療機関は、来院前に事前連絡が必ず必要です。直接の訪問は、お控えください。電話対応可能な曜日・時間にご連絡ください。なお、その際は、必ず最初にお名前をお伝えください。ただし、抗原定性検査キットの配布について事前連絡が不要な医療機関がありますので、条件のご確認をお願いします。※抗原定性検査キットの無料配布数には限りがあります。また、配布条件は、医療機関により異なります。※経口抗ウイルス薬の処方は、医師の判断になります。必ず処方されるとは限りません。※対応可能な曜日・時間以外は、新型コロナ・発熱患者相談窓口（０７４２－２７－１１３２）に相談をお願いします。
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屋内 屋外 在宅 施設 ②抗原定性検査キットの無料配布の有無
①発熱外来認定医療機関（診療・検査医療機関）一覧

及び②重症化リスクの低いと考えられる有症状者への抗原定性検査キットの配布医療機関一覧

医療機関名 医療機関所在地 電話番号※１ 電話対応可能な曜日・時間※すべての医療機関は、来院前に事前連絡が必ず必要です。 ①診療・検査診察方式　　　※２経口抗ウイルス薬の取り扱いの有無
※すべての医療機関は、来院前に事前連絡が必ず必要です。直接の訪問は、お控えください。電話対応可能な曜日・時間にご連絡ください。なお、その際は、必ず最初にお名前をお伝えください。ただし、抗原定性検査キットの配布について事前連絡が不要な医療機関がありますので、条件のご確認をお願いします。※抗原定性検査キットの無料配布数には限りがあります。また、配布条件は、医療機関により異なります。※経口抗ウイルス薬の処方は、医師の判断になります。必ず処方されるとは限りません。※対応可能な曜日・時間以外は、新型コロナ・発熱患者相談窓口（０７４２－２７－１１３２）に相談をお願いします。

6 医療法人　英仁会　大阪ブレストクリニック学園前 奈良市学園前北1-14-13　メディカル学園前403 0742-53-4108 月・火・木・金　9:00-1５：00土  9:00-1４：00※かかりつけの患者のみ対応可能※事前に電話による予約が必要 ○7 鈴木内科クリニック 奈良市西大寺本町５－８ 0742-33-3786 月・火・木　9:00-15:30水　　　　  15:00-19:30土　　　　    9:00-12:00   15:00-17:00※金曜、日曜は対応しておりません ○ 〇8 医療法人岡谷会　新大宮診療所 奈良市芝辻町4-7-2 0742-33-7800 月・火・水・木・金（祝祭日をのぞく）9:00-12:00※水曜日については相談を受付けますが、当日の検査実施はできません※土日祝祭日および12/30～1/3は対応不可 ○ ○ ○ ○9 松下クリニック 奈良市登美ヶ丘2丁目5-21 0742-48-6022 「特別養護老人ホームや有料老人ホーム等の介護施設への往診での検査専門のため、一般の外来患者への検査は不可」 ○ 〇10 ありまこどもクリニック 奈良市北登美ヶ丘4丁目1番18号 0742-43-2174 月・火　木・金　9:00-11:00 16:00-18:00土 　　　　　　  9:00-11:30　※小児のみ ○ ○11 齋藤医院 奈良市中登美ｹ丘2丁目1984-58 0742-44-3656 月・水・金　9:00-11:30　　　　　　 18:00-19:30火・土　 　　9:00-11:30 ○ ○ ○
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屋内 屋外 在宅 施設 ②抗原定性検査キットの無料配布の有無
①発熱外来認定医療機関（診療・検査医療機関）一覧

及び②重症化リスクの低いと考えられる有症状者への抗原定性検査キットの配布医療機関一覧

医療機関名 医療機関所在地 電話番号※１ 電話対応可能な曜日・時間※すべての医療機関は、来院前に事前連絡が必ず必要です。 ①診療・検査診察方式　　　※２経口抗ウイルス薬の取り扱いの有無
※すべての医療機関は、来院前に事前連絡が必ず必要です。直接の訪問は、お控えください。電話対応可能な曜日・時間にご連絡ください。なお、その際は、必ず最初にお名前をお伝えください。ただし、抗原定性検査キットの配布について事前連絡が不要な医療機関がありますので、条件のご確認をお願いします。※抗原定性検査キットの無料配布数には限りがあります。また、配布条件は、医療機関により異なります。※経口抗ウイルス薬の処方は、医師の判断になります。必ず処方されるとは限りません。※対応可能な曜日・時間以外は、新型コロナ・発熱患者相談窓口（０７４２－２７－１１３２）に相談をお願いします。

12 しだ小児科クリニック 奈良市中登美ヶ丘3丁目1番1階 0742-81-8739 月・火・木・金　9:00-12:00 17:00-20:00土  9:00-12:00 14:00-16:30※小児のみ　※事前の電話連絡が必要　※車で待機できる方のみ ○ ○13 はらだ糖尿病・腎・内科クリニック 奈良市中登美ヶ丘3丁目1番地1階 0742-52-1171 月・火・水・金　12:00- 19:00-土  1200-　完全予約制（事前連絡が必要。自家用車で来院・待機できる方のみの対応）事前準備のため、受付は午前11:30、午後18:30まで ○ 〇14 登美ヶ丘クリニック 奈良市中登美ケ丘四丁目３番 0742-41-6556 月・火・金　 １４：３０～１５：３０（祝日除く）日　　　　　　９：００～１２：００※完全予約制（必ず電話で予約をしてください。）※自院患者のみ対応。 ○ ○15 医療法人　中岡内科クリニック 奈良市西大寺東町2-1-63サンワシティ西大寺3F 0742-32-3800 月・火・水・金　9:00-12:00  16:00-19:00木・土  9:00-12:00 ○ ○ ○16 かなもり耳鼻咽喉科 奈良市西大寺東町2-1-63サンワシティ西大寺3F 0742-36-0500 月・火・水・金　9：00～11:45　16：00～18:30　　　　　　　　　　土　9：00～11:45　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※電話連絡の上、予約時間に来院してください。 ○ ○17 岩崎耳鼻咽喉科医院 奈良市西大寺南町5番58号 0742-46-3357 月・木　14：30～19：00火・金　8：30～12：30　14：30～19：00水・土　8：30～12：30※上記時間内に電話連絡があれば、発熱外来の　来院時間を案内します。 ○ 〇
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屋内 屋外 在宅 施設 ②抗原定性検査キットの無料配布の有無
①発熱外来認定医療機関（診療・検査医療機関）一覧

及び②重症化リスクの低いと考えられる有症状者への抗原定性検査キットの配布医療機関一覧

医療機関名 医療機関所在地 電話番号※１ 電話対応可能な曜日・時間※すべての医療機関は、来院前に事前連絡が必ず必要です。 ①診療・検査診察方式　　　※２経口抗ウイルス薬の取り扱いの有無
※すべての医療機関は、来院前に事前連絡が必ず必要です。直接の訪問は、お控えください。電話対応可能な曜日・時間にご連絡ください。なお、その際は、必ず最初にお名前をお伝えください。ただし、抗原定性検査キットの配布について事前連絡が不要な医療機関がありますので、条件のご確認をお願いします。※抗原定性検査キットの無料配布数には限りがあります。また、配布条件は、医療機関により異なります。※経口抗ウイルス薬の処方は、医師の判断になります。必ず処方されるとは限りません。※対応可能な曜日・時間以外は、新型コロナ・発熱患者相談窓口（０７４２－２７－１１３２）に相談をお願いします。

18 社会医療法人平和会吉田病院 奈良市西大寺赤田町1-7-1 0742-45-4601 月曜～金曜　9：00～１2:00 ○ 〇19 社会医療法人　松本快生会西奈良中央病院 奈良市鶴舞西町1番15号 0742-43-3333 月曜日～土曜日　9:00-16:30※日曜日・祝日・年末年始（12/29～1/3）を除く※来院前に電話事前予約をお願いします。 ○ ○20 医療法人おがわ小児科診療所 奈良市鶴舞東町2-26 0742-44-1155 月・水・木・金　8：30-11:30 16:00-17：30土・日・祝  8：30-11:30※小児の診察のみ、車での来院・待機できる方のみ※PCRは外注のため、日・祝はPCR受付不可 〇 〇21 今村糖尿病内科津田外科診療所 奈良市秋篠新町269番4 0742-47-7082 月・火・金　9:00-12:15 15:00-18:00木　9:00-12:15 16:00-18:00土  9:00-12:15 〇 〇22 医療法人 永野会 永野クリニック 奈良市鳥見町2丁目11-8 0742-45-3550 月・火・水・金　　　　8:30-12:00　　16:30-19:30土・日 ( 第1.3.5 )　  8:30-12:00※来院前に必ず事前電話予約をお願いします。 ○ ○ ○23 奈良市立都祁診療所 奈良市都祁白石町1084番地 0743-82-1411 月・水・金　8：30～11：30　16：30～18：30火・木・土(第1．3）　8：30～11：30 ○ ○ ○
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屋内 屋外 在宅 施設 ②抗原定性検査キットの無料配布の有無
①発熱外来認定医療機関（診療・検査医療機関）一覧

及び②重症化リスクの低いと考えられる有症状者への抗原定性検査キットの配布医療機関一覧

医療機関名 医療機関所在地 電話番号※１ 電話対応可能な曜日・時間※すべての医療機関は、来院前に事前連絡が必ず必要です。 ①診療・検査診察方式　　　※２経口抗ウイルス薬の取り扱いの有無
※すべての医療機関は、来院前に事前連絡が必ず必要です。直接の訪問は、お控えください。電話対応可能な曜日・時間にご連絡ください。なお、その際は、必ず最初にお名前をお伝えください。ただし、抗原定性検査キットの配布について事前連絡が不要な医療機関がありますので、条件のご確認をお願いします。※抗原定性検査キットの無料配布数には限りがあります。また、配布条件は、医療機関により異なります。※経口抗ウイルス薬の処方は、医師の判断になります。必ず処方されるとは限りません。※対応可能な曜日・時間以外は、新型コロナ・発熱患者相談窓口（０７４２－２７－１１３２）に相談をお願いします。

24 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 月・水・金　8：30～19：00火・木・土　8：30～11：30 ○ 〇 〇 〇 　　　　　　　○※診療時間内のみに、当診療所が配布を必要と判断した方にのみに配布※事前連絡必要25 つるはら耳鼻科 奈良市神殿町694-1 0742-64-3033 月・火・木・金　9:30-12.30 16:00-19:00土  9：30-12:30　日10：00-12：00（1.3.5週のみ）7.8.9月なし※祝祭日は対応していません ○ 〇26 くわた在宅クリニック 奈良市神殿町313番地 0742-93-9323 月・火・水・木　9:00-13:00 14:00-17:00金・土  14:00-17:00※かかりつけの患者のみ対応可能 ○ ○ ○ 　　　　　　　○※当院かかりつけの患者とその家族のみ対応可能※事前連絡不要27 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 月・火・木・金　9:30-12：45　16:00-19：00水 16：00-19：00　　土   9：30-13：00 ○ 〇 〇 　　　　　　　○※診療時間内のみ対応※事前連絡必要28 西浦クリニック 奈良市三条本町7-21 0742-23-0865 月・火・木・金　9:00～12:00  17:00～19:00   水・土　9:00～12:00  小学生以上　人数上限あり　要事前連絡 ○ 〇 〇29 おうとくクリニック 奈良市三条本町８－１シルキア奈良2F 0742-32-0109 月・火・水・木・金　　10：00～12：00※事前予約制（電話予約）※自院患者のみ ○ ○
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屋内 屋外 在宅 施設 ②抗原定性検査キットの無料配布の有無
①発熱外来認定医療機関（診療・検査医療機関）一覧

及び②重症化リスクの低いと考えられる有症状者への抗原定性検査キットの配布医療機関一覧

医療機関名 医療機関所在地 電話番号※１ 電話対応可能な曜日・時間※すべての医療機関は、来院前に事前連絡が必ず必要です。 ①診療・検査診察方式　　　※２経口抗ウイルス薬の取り扱いの有無
※すべての医療機関は、来院前に事前連絡が必ず必要です。直接の訪問は、お控えください。電話対応可能な曜日・時間にご連絡ください。なお、その際は、必ず最初にお名前をお伝えください。ただし、抗原定性検査キットの配布について事前連絡が不要な医療機関がありますので、条件のご確認をお願いします。※抗原定性検査キットの無料配布数には限りがあります。また、配布条件は、医療機関により異なります。※経口抗ウイルス薬の処方は、医師の判断になります。必ず処方されるとは限りません。※対応可能な曜日・時間以外は、新型コロナ・発熱患者相談窓口（０７４２－２７－１１３２）に相談をお願いします。

30 医療法人　田村医院 奈良市四条大路1丁目7-19 0742-33-0635 月・火・木・金　8:30-11:00　17:00-18:00水・土 　　　　 8:30-11:00※かかりつけの患者のみ対応可能(事前電話予約制)※車での来院又は屋外待機できる方のみ対応※予約枠が埋まり次第受付は終了します ○ 〇 〇31 社会福祉法人恩賜財団済生会　奈良病院 奈良市八条4丁目643 0742-36-1881 月・火・水・木・金　9:00-11:30第1・3・5土  9:00-11:30※事前に電話予約が必要（ただし、当日予約のみ）※車で来院、待機できる方のみ対応※屋外仮設陰圧式テントで診察 ○ 〇32 西脇内科医院 奈良市神功3丁目7-29 0742-71-3336 月・水・金　9:00-12:00 16:30-19:00火  16:30-19:00、木・土　9:00-12:00（車でお越しの方は医院到着後お電話頂き車待機、歩行で来られた方は入り口インターフォンを鳴らして頂きそのまま駐車場待機をお願いします。） ○ 〇33 医療法人医染会そめかわクリニック 奈良市中山町西4-456-1-201 0742－51－9938 月・火・水・金　8:30-12:00 16:00-19:00木・土  8:30-12:00 ○ ○ ○ ○34 楠原クリニック 奈良市小川町4番地 0742-26-0026 月・火・水・金　8:30-12:00 16:00-19:30土  8:30-12:30 ○ 〇 〇35 医療法人　田北クリニック 奈良市佐紀町2番地 0742-36-5551 月・火・水・金　10:00-13:00   16:00-18:00土・日  10:00-13:00 ○ ○
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屋内 屋外 在宅 施設 ②抗原定性検査キットの無料配布の有無
①発熱外来認定医療機関（診療・検査医療機関）一覧

及び②重症化リスクの低いと考えられる有症状者への抗原定性検査キットの配布医療機関一覧

医療機関名 医療機関所在地 電話番号※１ 電話対応可能な曜日・時間※すべての医療機関は、来院前に事前連絡が必ず必要です。 ①診療・検査診察方式　　　※２経口抗ウイルス薬の取り扱いの有無
※すべての医療機関は、来院前に事前連絡が必ず必要です。直接の訪問は、お控えください。電話対応可能な曜日・時間にご連絡ください。なお、その際は、必ず最初にお名前をお伝えください。ただし、抗原定性検査キットの配布について事前連絡が不要な医療機関がありますので、条件のご確認をお願いします。※抗原定性検査キットの無料配布数には限りがあります。また、配布条件は、医療機関により異なります。※経口抗ウイルス薬の処方は、医師の判断になります。必ず処方されるとは限りません。※対応可能な曜日・時間以外は、新型コロナ・発熱患者相談窓口（０７４２－２７－１１３２）に相談をお願いします。

36 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 月～土　9:00-11:00第二木曜休診※車で来院、待機できる方のみ対応 ○ ○37 みやぎわ内科クリニック 奈良市押熊町1141 0742-43-5508 月・火・水・金・土　9:00-10:30 ※かかりつけの患者のみ対応可能※車で来院、待機できる方のみ対応・ 〇 〇38 医療法人　おしくま耳鼻咽喉科 奈良市押熊町1142番地 0742-52-6733 月・火・木・金　9:30-12:30  16:00-19:00土      9:30-12:30　※到着後は車で待機して頂きます ○ 〇 〇39 西の京病院 奈良市六条町102-1 0742-35-1538 月・火・水・木・金　8:30-16:00土  8:30-12:00※祝日、年末年始（12/30～1/3）を除く※受診にあたっては電話予約が必要　 当日の予約枠が埋まり次第、受付終了 ○ 〇 〇40 ことのは内科クリニック 奈良市六条２丁目18-3 0742-52-8823 月・火・水・金　9:00-12:00 16:00-19:00土  9:00-12:00※在宅は、かかりつけの患者のみ対応可能※施設は、かかりつけの患者のみ対応可能 ○ 〇 〇 〇 〇41 おおもりクリニック 奈良市六条２丁目18-36 0742-53-3955 月～金　9:00-12:00 16:30-19:30土  9:00-12:00 ○ ○ ○ ○
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屋内 屋外 在宅 施設 ②抗原定性検査キットの無料配布の有無
①発熱外来認定医療機関（診療・検査医療機関）一覧

及び②重症化リスクの低いと考えられる有症状者への抗原定性検査キットの配布医療機関一覧

医療機関名 医療機関所在地 電話番号※１ 電話対応可能な曜日・時間※すべての医療機関は、来院前に事前連絡が必ず必要です。 ①診療・検査診察方式　　　※２経口抗ウイルス薬の取り扱いの有無
※すべての医療機関は、来院前に事前連絡が必ず必要です。直接の訪問は、お控えください。電話対応可能な曜日・時間にご連絡ください。なお、その際は、必ず最初にお名前をお伝えください。ただし、抗原定性検査キットの配布について事前連絡が不要な医療機関がありますので、条件のご確認をお願いします。※抗原定性検査キットの無料配布数には限りがあります。また、配布条件は、医療機関により異なります。※経口抗ウイルス薬の処方は、医師の判断になります。必ず処方されるとは限りません。※対応可能な曜日・時間以外は、新型コロナ・発熱患者相談窓口（０７４２－２７－１１３２）に相談をお願いします。

42 奈良県総合医療センター 奈良市七条西町２丁目897番5号 0742-46-6001 月・火・水・木・金　9:00～11:00（祝日・年末年始を除く）※かかりつけの患者のみ対応可能※事前に電話予約が必要 ○ ○ ○43 独立行政法人国立病院機構　奈良医療センター 奈良市七条2丁目789番地 0742-45-4591 月～金　9:00-16:00※祝日、年末年始（12/29～1/3）を除く※当院かかりつけの患者のみ対応可能※無症状の方のPCR検査のみの受診は受け付けておりません。 ○ ○44 しらやま医院 奈良市尼辻中町10番27号 0742-35－1788 月・火・水・金・土　9:00-12:00月・火・水・金　16:30-19:30 〇 〇 〇45 福山医院 奈良市尼辻中町11-3 0742-33-5135 月・水・金　9:00-11:30 16:30-18:00火・土  9:00-11:30 ○ ○ ○46 いぬいクリニック 奈良市疋田町2-1-5 0742-81-7810 月・火・金　8:30−12:00　16:15-19:30水・木　　　 8:30-12:00土　　　    　8:30-13:00 ○ ○ ○ ○47 奈良東九条病院 奈良市東九条町752番地 0742-61-1118 月・木・金　14：00-16：00※事前の電話予約必須（9時～15時）※車内で待機、検査 ○ 〇
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屋内 屋外 在宅 施設 ②抗原定性検査キットの無料配布の有無
①発熱外来認定医療機関（診療・検査医療機関）一覧

及び②重症化リスクの低いと考えられる有症状者への抗原定性検査キットの配布医療機関一覧

医療機関名 医療機関所在地 電話番号※１ 電話対応可能な曜日・時間※すべての医療機関は、来院前に事前連絡が必ず必要です。 ①診療・検査診察方式　　　※２経口抗ウイルス薬の取り扱いの有無
※すべての医療機関は、来院前に事前連絡が必ず必要です。直接の訪問は、お控えください。電話対応可能な曜日・時間にご連絡ください。なお、その際は、必ず最初にお名前をお伝えください。ただし、抗原定性検査キットの配布について事前連絡が不要な医療機関がありますので、条件のご確認をお願いします。※抗原定性検査キットの無料配布数には限りがあります。また、配布条件は、医療機関により異なります。※経口抗ウイルス薬の処方は、医師の判断になります。必ず処方されるとは限りません。※対応可能な曜日・時間以外は、新型コロナ・発熱患者相談窓口（０７４２－２７－１１３２）に相談をお願いします。

48 医療法人　中井医院 奈良市大宮町3丁目4-33 0742-33-7785 月・火・水・金　9:00-12:30　18:00-20:00木・土          　9:00-12:30※電話で予約が必要です。必ずお電話ください。 ○ ○49 医療法人　仁慈会　陽クリニック 奈良市大宮町4-241-1 0742-32-3720 月・金・土　9:00-12：30火・木  9:00-12：30　17：00-19：00※かかりつけの患者のみ対応可能※できるだけ車で来院をお願いします ○ 〇 〇 〇 〇50 岩井内科クリニック 奈良市大宮町4丁目331-1 0742-33-3006 月・火・水・金　9:00-12：00 17：00-19：30土  9:00-12：00 ○ ○ ○ ○51 岩井整形外科 奈良市大宮町4丁目331－1 0742ｰ33ｰ7950 火・水・木・金・土　9：00～12：00　月・火・木・金　17：30～20：00　 ※車で来院、待機できる方のみ対応 ○52 医療法人　吉本医院 奈良市大宮町6-5-5 0742-33-5111 月曜から土曜日　9時から12時，17時から20時．（水曜日と土曜日は午前のみ）が受付です．※それ以外の時間は受付をしていません．※検査は診察時間外で施行しています． ○ ○ ○ ○53 東谷医院 奈良市南魚屋町３７番地 0742-22-5731 月・火・木・金　11:00-12:00 19:00-20:00土  11:00-12:00 　※自院患者のみ診察 ○ ○
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屋内 屋外 在宅 施設 ②抗原定性検査キットの無料配布の有無
①発熱外来認定医療機関（診療・検査医療機関）一覧

及び②重症化リスクの低いと考えられる有症状者への抗原定性検査キットの配布医療機関一覧

医療機関名 医療機関所在地 電話番号※１ 電話対応可能な曜日・時間※すべての医療機関は、来院前に事前連絡が必ず必要です。 ①診療・検査診察方式　　　※２経口抗ウイルス薬の取り扱いの有無
※すべての医療機関は、来院前に事前連絡が必ず必要です。直接の訪問は、お控えください。電話対応可能な曜日・時間にご連絡ください。なお、その際は、必ず最初にお名前をお伝えください。ただし、抗原定性検査キットの配布について事前連絡が不要な医療機関がありますので、条件のご確認をお願いします。※抗原定性検査キットの無料配布数には限りがあります。また、配布条件は、医療機関により異なります。※経口抗ウイルス薬の処方は、医師の判断になります。必ず処方されるとは限りません。※対応可能な曜日・時間以外は、新型コロナ・発熱患者相談窓口（０７４２－２７－１１３２）に相談をお願いします。

54 医療法人寺崎クリニック 奈良市南城戸町67 0742－22－5091 月・火・水・金　9：30-10：30土　9：30－10：30 ○ ○ ○ ○ 　　　　　　　○※月火水金の19:00～19:15で対応※事前連絡不要。電話でのご予約、ご質問には対応しかねます。55 塩田医院 奈良市此瀬町３５８番地の１ 0742-81-0002 ※奈良市東部山間の当院往診エリアの患者さんに限ります。※診療日の午前中に電話で問診を行い、当日午後12時半以降に当院の駐車場で診療します。※ 車での来院が困難な患者さんは可能な限り往診します。 ○ 〇 〇 〇56 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 月～金　9:00-14:00土曜日　9:00-12:00※日曜日・祝日・年末年始（12/29～1/3）を除く※必ず来院前に電話にてご相談ください ○ ○57 後藤医院 奈良市右京3丁目19番地1 0742-71-1180 木曜　9:00-11:30 17:00-19:30土曜  9:00-11:30※基本的にかかりつけの患者のみ対応可能※来院前に必ず電話でご相談下さい ○58 やまとクリニック 奈良市右京3丁目19-24PATIO1階A 0742-70-2011 月・火・木　9：30-12：00月～金　　 15:00-16:00※かかりつけの患者のみ対応可能 ○ 〇 〇59 田中小児科医院 奈良市右京4丁目14番14号 0742-71-6660 月・火・木・金　9:30-11:00 16:00-17:00水・土  9:00-10:30※来院歴のある小児のみ※事前の電話連絡、車での来院 ○ ○ ○
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屋内 屋外 在宅 施設 ②抗原定性検査キットの無料配布の有無
①発熱外来認定医療機関（診療・検査医療機関）一覧

及び②重症化リスクの低いと考えられる有症状者への抗原定性検査キットの配布医療機関一覧

医療機関名 医療機関所在地 電話番号※１ 電話対応可能な曜日・時間※すべての医療機関は、来院前に事前連絡が必ず必要です。 ①診療・検査診察方式　　　※２経口抗ウイルス薬の取り扱いの有無
※すべての医療機関は、来院前に事前連絡が必ず必要です。直接の訪問は、お控えください。電話対応可能な曜日・時間にご連絡ください。なお、その際は、必ず最初にお名前をお伝えください。ただし、抗原定性検査キットの配布について事前連絡が不要な医療機関がありますので、条件のご確認をお願いします。※抗原定性検査キットの無料配布数には限りがあります。また、配布条件は、医療機関により異なります。※経口抗ウイルス薬の処方は、医師の判断になります。必ず処方されるとは限りません。※対応可能な曜日・時間以外は、新型コロナ・発熱患者相談窓口（０７４２－２７－１１３２）に相談をお願いします。

60 医療法人塩谷内科診療所 奈良市左京1丁目13-37 0742-71-3950 月・火・水・金　8:30-12:00 16:30-19:00土  8:30-12:00※かかりつけの患者のみ対応可能※受診前に電話連絡お願いします※車で来院、車中待機（徒歩の方は、プレハブ内で待機） ○ ○61 医療法人　森仁会　森田内科循環器科クリニック 奈良市宝来三丁目3−21 0742-47-5177 月・火・木・金　9:00-11:00  （水曜は休診日） ※基本は当院のかかりつけ患者さんのみの対応で、かつ、車で来院し屋外で待機できる人のみ ○ ○ ○62 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 月・火・水・金　9:00-12.00 16:30-18.30土  9:00-11.30※必ず事前の電話連絡必要です。※車で来院待機 ○ 〇 〇 〇63 奈良西部病院 奈良市三碓町2143-1 0742-51-8700 月・火・水・木・金　9:00-16:00土  9:00-12:00 ○ ○ ○64 医療法人耳鼻咽喉科川本医院 奈良市今辻子町31-1 0742-26-3387 月・水・金　8:30-11:00 14:30-18:00火・木・土  8:30-11:00 13:30-14:00 (土曜日は午前のみ) ○ 〇 〇65 なかがわ呼吸器科アレルギー科医院 奈良市朱雀5-3-8 0742-70-5433 月・火・木・金　9:00-11:30　　 16:30-18:00　　　　　　　　　土・日　9:00-11:30　かかりつけの患者のみ対応、車で来院、待機できる方のみ対応 ○ 〇 〇 〇
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屋内 屋外 在宅 施設 ②抗原定性検査キットの無料配布の有無
①発熱外来認定医療機関（診療・検査医療機関）一覧

及び②重症化リスクの低いと考えられる有症状者への抗原定性検査キットの配布医療機関一覧

医療機関名 医療機関所在地 電話番号※１ 電話対応可能な曜日・時間※すべての医療機関は、来院前に事前連絡が必ず必要です。 ①診療・検査診察方式　　　※２経口抗ウイルス薬の取り扱いの有無
※すべての医療機関は、来院前に事前連絡が必ず必要です。直接の訪問は、お控えください。電話対応可能な曜日・時間にご連絡ください。なお、その際は、必ず最初にお名前をお伝えください。ただし、抗原定性検査キットの配布について事前連絡が不要な医療機関がありますので、条件のご確認をお願いします。※抗原定性検査キットの無料配布数には限りがあります。また、配布条件は、医療機関により異なります。※経口抗ウイルス薬の処方は、医師の判断になります。必ず処方されるとは限りません。※対応可能な曜日・時間以外は、新型コロナ・発熱患者相談窓口（０７４２－２７－１１３２）に相談をお願いします。

66 やまもと小児科 奈良市朱雀6丁目9-5 0742-72-0055 月・火・水・金　9:00-12:00 16:30-19:00土・日　　　　 　9:00-12:00  第２，４日曜休診※事前に電話予約要。18歳未満のかかりつけ患者のみ。車で待機できる方のみ対応 〇67 江川内科消化器科医院 奈良市杉ヶ町11-2　杉ヶ中町ビル1階 0742-24-9055 月・火・水・金　9:00-12:00  16:00-18:00木 9:00-12:00土 9:00-12:00　（第2・4・5土曜は休）※　電話で必ず予約が必要です． ○ 〇68 医療法人せいわ会　ならまちリハビリテーション病院 奈良市杉ヶ町57-1 0742-20-3700 月～金　9:00-17:00※自院入院中患者・職員のみ対応可。 ○ 〇 〇69 広岡西部診療所 奈良市赤膚町1032 0742-45-7451 月・金　9:00-12:30 18:00-20：00火・木・土  9:00-12:30　　水.日.休み※バイク、自転車、車で来院、待機できる方のみ対応　電話の後こちらからの指示があります。 2か所〇70 市立奈良病院 奈良市東紀寺町一丁目50-1 0742-24-1251 月・火・水・木・金　9:00～11:30（祝日・年末年始を除く）※無症状の方のPCR検査のみの受診は受け付けておりません。※小児科（中学３年生まで）は必ず来院される前にお電話でお問い合わせください。 ○ ○ 　 　71 森田医院 奈良市高天市町32番地 0742-22-3836 月・火・水・金　8:40-12:00 17:30-19:00木・土  8:40-12:00※かかりつけの患者および近隣の方のみ対応可能※車で来院、待機できる方のみ対応 〇
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屋内 屋外 在宅 施設 ②抗原定性検査キットの無料配布の有無
①発熱外来認定医療機関（診療・検査医療機関）一覧

及び②重症化リスクの低いと考えられる有症状者への抗原定性検査キットの配布医療機関一覧

医療機関名 医療機関所在地 電話番号※１ 電話対応可能な曜日・時間※すべての医療機関は、来院前に事前連絡が必ず必要です。 ①診療・検査診察方式　　　※２経口抗ウイルス薬の取り扱いの有無
※すべての医療機関は、来院前に事前連絡が必ず必要です。直接の訪問は、お控えください。電話対応可能な曜日・時間にご連絡ください。なお、その際は、必ず最初にお名前をお伝えください。ただし、抗原定性検査キットの配布について事前連絡が不要な医療機関がありますので、条件のご確認をお願いします。※抗原定性検査キットの無料配布数には限りがあります。また、配布条件は、医療機関により異なります。※経口抗ウイルス薬の処方は、医師の判断になります。必ず処方されるとは限りません。※対応可能な曜日・時間以外は、新型コロナ・発熱患者相談窓口（０７４２－２７－１１３２）に相談をお願いします。

72 高浜医院 奈良市千代ヶ丘2-1-31 0742-52-7010 月・火・水・金　8:30-12:00 16:00-19:30木・土  8:30-12:00 ○ ○ ○ ○73 医療法人西脇医院 奈良市菅原町506-7 0742-44-8866 火・水・土　8:30-9:30月・木・金  8:30-9:30　17:00-18:00※車で来院、待機できる方のみ対応 ○ ○ ○ ○74 一般財団法人沢井病院 奈良市船橋町8番地 （代表）　　　　　　0742-23-3086 月・火・水・木・金 14:00-15:00（※以下①～③の全ての要件を満たす方のみ）①かかりつけの患者様のみ対応可能②車で来院、待機できる方のみ対応③完全予約制（必ず代表電話に予約をして下さい） ○ ○75 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１階 0742-52-2601 月・火・木・金　9:00-11:00 15:30-17:00土  9:00-１1:00※かかりつけの患者のみ対応可能※車で来院、待機できる方が望ましい。来院時間は連絡時、通知 ○ ○ ○76 医療法人新仁会奈良春日病院 奈良市鹿野園町1212-1 0742-24-4771 月～金　10:00-16:00※自院のかかりつけ患者のみ対応可能※車での来院が可能で、待機できる方のみ対応 ○ ○77 Mキッズクリニック 奈良市西登美ケ丘2-11-12 0742-53-5525 月・火・水・金・土　９時-1２時 月・火・水・金 １５時３０分－１７時３０分※車で来院、待機できる方のみ対応※事前に電話予約必要 〇 〇
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屋内 屋外 在宅 施設 ②抗原定性検査キットの無料配布の有無
①発熱外来認定医療機関（診療・検査医療機関）一覧

及び②重症化リスクの低いと考えられる有症状者への抗原定性検査キットの配布医療機関一覧

医療機関名 医療機関所在地 電話番号※１ 電話対応可能な曜日・時間※すべての医療機関は、来院前に事前連絡が必ず必要です。 ①診療・検査診察方式　　　※２経口抗ウイルス薬の取り扱いの有無
※すべての医療機関は、来院前に事前連絡が必ず必要です。直接の訪問は、お控えください。電話対応可能な曜日・時間にご連絡ください。なお、その際は、必ず最初にお名前をお伝えください。ただし、抗原定性検査キットの配布について事前連絡が不要な医療機関がありますので、条件のご確認をお願いします。※抗原定性検査キットの無料配布数には限りがあります。また、配布条件は、医療機関により異なります。※経口抗ウイルス薬の処方は、医師の判断になります。必ず処方されるとは限りません。※対応可能な曜日・時間以外は、新型コロナ・発熱患者相談窓口（０７４２－２７－１１３２）に相談をお願いします。

78 医療法人中江会なかえ耳鼻咽喉科 大和高田市吉井350-1 0745－24－3311 月・火・水・金　9:00-12:00、16:00-19:00土　9:00-12:00※来院前に電話連絡してください。 ○ ○ ○79 日の出診療所 大和高田市日之出町11-6 0745-23-4321 月・火・水・木・金　9:00-12:00※かかりつけ患者のみ対応※祝日は対応していません ○ ○80 社会医療法人　健生会　土庫病院 大和高田市日之出町12-3 0745-53-5471 月・火・水・木・金　9：00-11：30（祝祭日は対応していません）※1日の対応可能人数に制限を設けています ○ ○81 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13-3 0745-23-1682 月・火・水・木・金・土　9:00-11:30※祝日は対応していません。※車で来院、待機できる方のみ対応 ○82 医療法人田中医院 大和高田市幸町2-18大和高田ｱｰﾊﾞﾝｺﾝﾌｫｰﾄ1F 0745-23-7117 月・水・金　8：00-20：00火・木・土　8：00-13：00※日曜・祝祭日は対応していません。 ○ ○ ○ 　　　　　　　○※診療時間内のみ対応。※事前連絡必要83 医療法人社団憲仁会中井記念病院 大和高田市根成柿151-1 0745-21-1100 月・火・水・金　 9:00-12:00  18:00-20:00木・土 　　　　    9:00-12:00(祝日除く）※事前に電話での検査予約必要※車で来院、待機できる方のみ対応 ○ 〇
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屋内 屋外 在宅 施設 ②抗原定性検査キットの無料配布の有無
①発熱外来認定医療機関（診療・検査医療機関）一覧

及び②重症化リスクの低いと考えられる有症状者への抗原定性検査キットの配布医療機関一覧

医療機関名 医療機関所在地 電話番号※１ 電話対応可能な曜日・時間※すべての医療機関は、来院前に事前連絡が必ず必要です。 ①診療・検査診察方式　　　※２経口抗ウイルス薬の取り扱いの有無
※すべての医療機関は、来院前に事前連絡が必ず必要です。直接の訪問は、お控えください。電話対応可能な曜日・時間にご連絡ください。なお、その際は、必ず最初にお名前をお伝えください。ただし、抗原定性検査キットの配布について事前連絡が不要な医療機関がありますので、条件のご確認をお願いします。※抗原定性検査キットの無料配布数には限りがあります。また、配布条件は、医療機関により異なります。※経口抗ウイルス薬の処方は、医師の判断になります。必ず処方されるとは限りません。※対応可能な曜日・時間以外は、新型コロナ・発熱患者相談窓口（０７４２－２７－１１３２）に相談をお願いします。

84 医療法人　前之園診療所 大和高田市土庫1-13-13 0745-53-0201 月・火・水・木・金・土　9:00-12：00※事前の電話予約必須　※かかりつけ患者のみ対応　※車で来院、待機できるかたのみ対応 ○ ○85 吉田医院 大和高田市礒野北町13-1 0745-23-0223 月・金　9:00-11：00土（第1、第3、第5）  9:00-11：00※成人の方のみ対応※車で来院、待機できる方のみ対応 ○ 〇86 中谷医院 大和高田市礒野東町3－5 0745-52-2191 月・火・水・金　8:00-12:00 16:00-18:45土 　　　　　　　 8:00-12:00※当院の通院患者及び往診患者のみ対応可能 ○ ○ ○ ○87 中村医院 大和高田市大谷600 0745-52-1575 月・火・金　9:00-11:00 16:30-18:00水　　　　　 9:00-11:00 18:00-19:00土　　　　　 9:00-11:00※事前予約必要、かかりつけ患者と近隣住民のみ対応 ○ ○ ○ ○88 医療法人酒本医院 大和高田市片塩町6−16 0745-52-3603 月〜土　9:00-11:30　月・水・金 17:00-19:00※土曜日は第1・第3土曜のみ※事前予約が必要※掛かり付け患者のみ対応 ○ ○ ○89 医療法人平成会川本耳鼻咽喉科 大和郡山市高田町6-1 0743-54-0333 月・火・水・金　9:00-12:00 15:30-19:00土  9:00-12:00（第3土曜は休み）※事前の電話予約が必要で来院時間を案内します※5年以内に当院に受診歴のある患者さんのみ対応※車で来院、又は屋外で待機できる方のみ対応 ○
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屋内 屋外 在宅 施設 ②抗原定性検査キットの無料配布の有無
①発熱外来認定医療機関（診療・検査医療機関）一覧

及び②重症化リスクの低いと考えられる有症状者への抗原定性検査キットの配布医療機関一覧

医療機関名 医療機関所在地 電話番号※１ 電話対応可能な曜日・時間※すべての医療機関は、来院前に事前連絡が必ず必要です。 ①診療・検査診察方式　　　※２経口抗ウイルス薬の取り扱いの有無
※すべての医療機関は、来院前に事前連絡が必ず必要です。直接の訪問は、お控えください。電話対応可能な曜日・時間にご連絡ください。なお、その際は、必ず最初にお名前をお伝えください。ただし、抗原定性検査キットの配布について事前連絡が不要な医療機関がありますので、条件のご確認をお願いします。※抗原定性検査キットの無料配布数には限りがあります。また、配布条件は、医療機関により異なります。※経口抗ウイルス薬の処方は、医師の判断になります。必ず処方されるとは限りません。※対応可能な曜日・時間以外は、新型コロナ・発熱患者相談窓口（０７４２－２７－１１３２）に相談をお願いします。

90 吉條外科 大和高田市東中1丁目13-10 0745-22-7711 月・火・水・金　9:00-11:30 17:00-18:30木・土  9:00-11:30 ○91 医療法人 中谷診療所 大和高田市春日町2-1-60 0745-52-2166 月・火・水・木・金・土の午前11時から12時まで月・火・水・金の19時から20時までかかりつけ患者のみ対応できる限り車で来院、待機できる方 ○ ○ ○ ○ ○92 おおさかクリニック 大和郡山市小泉町東3-6-1 0743-59-4411 月・火・水・金・土  9:00から電話のみで予約受付定員になり次第ご予約をお断りする事があります。当日分のみの予約となっております。ご了承下さい。 ○ ○ 　　　　　　　○※事前連絡必要93 まつたハートクリニック 大和郡山市本庄町247番地1 0743-57-0202 月・火・金　9:00～12：00　　　　　　　15：00～18：30木・土　 　　9:00～12：00※水曜、日曜、祝祭日は対応していません。 ○ ○ ○ ○ ○94 医療法人　芳愛会　原医院 大和郡山市横田町708-3 0743-56-3094 月・火・水・金　10:30-12:00 　17:30-20:00木・土 　　　　　10:30-12:00 ○ 〇 〇 〇95 牧浦内科 大和郡山市額田部北町479-3 0743-57-6595 月・火・水・木・金・土　9：00-12：00月・火・水・金18：00-20：00 ○ 〇 〇 〇
16



屋内 屋外 在宅 施設 ②抗原定性検査キットの無料配布の有無
①発熱外来認定医療機関（診療・検査医療機関）一覧

及び②重症化リスクの低いと考えられる有症状者への抗原定性検査キットの配布医療機関一覧

医療機関名 医療機関所在地 電話番号※１ 電話対応可能な曜日・時間※すべての医療機関は、来院前に事前連絡が必ず必要です。 ①診療・検査診察方式　　　※２経口抗ウイルス薬の取り扱いの有無
※すべての医療機関は、来院前に事前連絡が必ず必要です。直接の訪問は、お控えください。電話対応可能な曜日・時間にご連絡ください。なお、その際は、必ず最初にお名前をお伝えください。ただし、抗原定性検査キットの配布について事前連絡が不要な医療機関がありますので、条件のご確認をお願いします。※抗原定性検査キットの無料配布数には限りがあります。また、配布条件は、医療機関により異なります。※経口抗ウイルス薬の処方は、医師の判断になります。必ず処方されるとは限りません。※対応可能な曜日・時間以外は、新型コロナ・発熱患者相談窓口（０７４２－２７－１１３２）に相談をお願いします。

96 善本内科クリニック 大和郡山市野垣内町2‐2第7号棟第121号室 0743‐53‐7888 月・火・水・金　9:00-12:00 16:00-19:00木・土  9:00-12:00 ※車で来院、待機できる方のみ対応 ○ 〇 〇 〇97 医療法人 にしざき内科クリニック 大和郡山市藤原町2-181階 0743-85-5251 月・火・水・金　診察申込：   8：30-12：00   16：30-19：00　診　　　察： 12：00- 13：00   19：00-20：00木・土 　診察申込：　8：30-12：00　　診察：12：00-13：00※車で来院、待機できる方のみ対応、在宅および施設への往診および検査については電話で相談ください ○ ○ ○ ○ ○98  （医）なか小児科 大和郡山市外川町75 0743-51-1151 月・火・木・金　10:30-12:00   17:30-19:00土  10:30-12:00   ※車で来院、待機できる方のみ対応 ○ ○99 医療法人おおぞらこどもクリニック 大和郡山市天井町２２３－１ 0743-57-6972070-8448-6972 月・火・水・土・日　9:00-11：30,  16:00-19:00車で来院、待機できる方のみ対応。18歳まで。保護者の方を含め、大人の検査は行いません。 ○ ○100 社会医療法人田北会　田北病院 大和郡山市城南町2番13号 0743-54-0112 月～金　（祝日・年末年始を除く）　受付 ：　 9:00－　診察 ：　13:00－15:00※車で来院、待機できる方のみ対応※診察枠が埋まり次第受付終了 ○ ○101 矢田山診療所 大和郡山市矢田山町５８ 0743‐53‐7741 月・火・水・木・金・土　9:00-12:00、月・火・金  16:00-19:00に電話での診察申し込み、来院時間を案内します。※かかりつけ患者のみ対応可能。往診については在宅定期往診や嘱託施設の患者のみ対応相談可能。※原則として車で来院、待機できる方のみ対応 ○ 〇 〇 〇17



屋内 屋外 在宅 施設 ②抗原定性検査キットの無料配布の有無
①発熱外来認定医療機関（診療・検査医療機関）一覧

及び②重症化リスクの低いと考えられる有症状者への抗原定性検査キットの配布医療機関一覧

医療機関名 医療機関所在地 電話番号※１ 電話対応可能な曜日・時間※すべての医療機関は、来院前に事前連絡が必ず必要です。 ①診療・検査診察方式　　　※２経口抗ウイルス薬の取り扱いの有無
※すべての医療機関は、来院前に事前連絡が必ず必要です。直接の訪問は、お控えください。電話対応可能な曜日・時間にご連絡ください。なお、その際は、必ず最初にお名前をお伝えください。ただし、抗原定性検査キットの配布について事前連絡が不要な医療機関がありますので、条件のご確認をお願いします。※抗原定性検査キットの無料配布数には限りがあります。また、配布条件は、医療機関により異なります。※経口抗ウイルス薬の処方は、医師の判断になります。必ず処方されるとは限りません。※対応可能な曜日・時間以外は、新型コロナ・発熱患者相談窓口（０７４２－２７－１１３２）に相談をお願いします。

102 豊原クリニック 大和郡山市九条町188‐2 0743-51-1048 月・火・木・金　9:00-12:00  16:45-18:30水・土  9:00-11:45※車で来院、外で待機できる方のみ対応。在宅及び施設の方は電話でご相談ください。 ○ ○ ○ ○ ○103 小野クリニック 大和郡山市九条平野町3番25-1 0743-61-5801 月・水・木・金　9:00-12:00 16:00-19:00土・日  9:00-12:00※診療は通常診療時間外（12:00-13:00 19:00-20:00）になります ○ ○104 奈良厚生会病院 大和郡山市椎木町769番地の3 0743-56-5678 月～土　9:00-11:30※かかりつけの患者のみ対応可能※車で来院、待機できる方のみ対応 ○ ○105 かくたに内科消化器内科 大和郡山市南郡山町５２０－１８大和郡山マインド２１　2階 0743-85-5477 月・火・水・金　9:00-11:30 16:00-19:00木・土  9:00-11:30ご来院前にお電話でご予約をお願いします。 〇 〇106 宮城医院 天理市丹波市町302番地 0743-63-1114 月・水・金　9:00-12:30 16:00-19:00火・木・土  9:00-12:30 ○ ○107 社会医療法人　高清会高井病院 天理市蔵之庄町470-8 0743-65-0372 月・金・土　13:00-15:00 火　　　　　 14:00-16:00水　　　　　   9:00-11:00 ○ 〇 〇
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屋内 屋外 在宅 施設 ②抗原定性検査キットの無料配布の有無
①発熱外来認定医療機関（診療・検査医療機関）一覧

及び②重症化リスクの低いと考えられる有症状者への抗原定性検査キットの配布医療機関一覧

医療機関名 医療機関所在地 電話番号※１ 電話対応可能な曜日・時間※すべての医療機関は、来院前に事前連絡が必ず必要です。 ①診療・検査診察方式　　　※２経口抗ウイルス薬の取り扱いの有無
※すべての医療機関は、来院前に事前連絡が必ず必要です。直接の訪問は、お控えください。電話対応可能な曜日・時間にご連絡ください。なお、その際は、必ず最初にお名前をお伝えください。ただし、抗原定性検査キットの配布について事前連絡が不要な医療機関がありますので、条件のご確認をお願いします。※抗原定性検査キットの無料配布数には限りがあります。また、配布条件は、医療機関により異なります。※経口抗ウイルス薬の処方は、医師の判断になります。必ず処方されるとは限りません。※対応可能な曜日・時間以外は、新型コロナ・発熱患者相談窓口（０７４２－２７－１１３２）に相談をお願いします。

108 医療法人たかはしファミリークリニック 天理市西井戸堂町439-5 0743-63-6688 月・火・水・金　9:00-11:30 16:30-18:30木・土  9:00-11:30※駐車場あり、車で来院・待機できる方のみ対応 ○ ○
109 張田耳鼻咽喉科 奈良県天理市川原城町111-1 0743-63-4976

検査実施日月・水・金：12:30～13:00（祝日・年末年始を除く）※以下①～⑤の全ての要件を全て満たす方のみ①完全予約制https://harita-cl.com/ホームページ記載内容をよく確認下さい②予約のためのアプリのインストールができる方③非接触決済のため、アプリにクレジットカード決済登録できる方④原則自家用車で来院・待機できる方のみの対応⑤事前準備のため、当日受付は午前11:30まで電話対応：診療時間内のみ　ただし、基本的にはアプリ予約完了者に対して、こちらから確認のため電話もしくはチャットを行います。
○ 〇 〇

110 井上医院 天理市川原城町347-8 0743-62-0664 月・火・水・木・金　10:30-11:30  17:30-18:30土  10:30-11:30※かかりつけの患者のみ対応可能※車で来院、待機できる方のみ対応 ○ 〇 〇 〇111 みないち循環器内科・外科 天理市川原城町759 0743-69-6055 月・火・木・金　9:00-18:00土  9:00-17：00※かかりつけ患者を対応 ○ 〇 〇 〇112 医療法人健和会奈良東病院 天理市中之庄町470番地 0743-65-1778 月～金　10:00-12:00 13：00-16:00※かかりつけの患者様のみ。※祝日は、対応しておりません。 ○ 〇19



屋内 屋外 在宅 施設 ②抗原定性検査キットの無料配布の有無
①発熱外来認定医療機関（診療・検査医療機関）一覧

及び②重症化リスクの低いと考えられる有症状者への抗原定性検査キットの配布医療機関一覧

医療機関名 医療機関所在地 電話番号※１ 電話対応可能な曜日・時間※すべての医療機関は、来院前に事前連絡が必ず必要です。 ①診療・検査診察方式　　　※２経口抗ウイルス薬の取り扱いの有無
※すべての医療機関は、来院前に事前連絡が必ず必要です。直接の訪問は、お控えください。電話対応可能な曜日・時間にご連絡ください。なお、その際は、必ず最初にお名前をお伝えください。ただし、抗原定性検査キットの配布について事前連絡が不要な医療機関がありますので、条件のご確認をお願いします。※抗原定性検査キットの無料配布数には限りがあります。また、配布条件は、医療機関により異なります。※経口抗ウイルス薬の処方は、医師の判断になります。必ず処方されるとは限りません。※対応可能な曜日・時間以外は、新型コロナ・発熱患者相談窓口（０７４２－２７－１１３２）に相談をお願いします。

113 いのうえ内科クリニック 天理市富堂町147-3 0743-69-5525 月・火・水・木・金　9:30-11:30 16:00-18:00土  9:30-11:30※原則、かかりつけの患者のみ対応可能※車で来院、待機できる方のみ対応可能 ○ 〇 〇 〇114 松山医院 天理市柳本町196番地１ 0743-67-7056 月・火・水・金　9:00-12:00  17:00-19:30土  9:00-12:00※来院前に必ずお電話でご連絡ください ○115 医療法人髙宮会　　髙宮病院 天理市柳本町1102番地 0743-67-1605 月～土　8:45-11:30（日・祝を除く）※受診時は事前予約が必要（午前8：45より電話にて予約受付を開始。予約枠がうまり次第、受付終了）※かかりつけの患者のみ対応可能※出来る限り車で来院、待機できるようお願いします。 ○ ○ ○ ○116 小林クリニック 天理市西長柄町163 0743-66-0300 月・火・水・金　9:00-11:30 16:00-18:30土  9:00-11:30※原則かかりつけ及び近隣の患者のみ対応可能※車で来院、待機できる方のみ対応 ○ ○ ○ ○117 医療法人健優会 天理市守目堂町106-2 0743-68-0070 月・火・水・木・土　12:30-13:30 ※かかりつけの患者のみ対応可能※車で来院、待機できる方のみ対応 ○118 森医院 橿原市五条野町2294番地 0744-28-8800 月・火・水・金　8：30〜17：00（受付終了）木　8：30〜15：00（受付終了）　土　8：30〜10：30（受付終了）　　　16：30〜17：00（受付終了）　※かかりつけ患者のみ対応する ○ ○ ○
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屋内 屋外 在宅 施設 ②抗原定性検査キットの無料配布の有無
①発熱外来認定医療機関（診療・検査医療機関）一覧

及び②重症化リスクの低いと考えられる有症状者への抗原定性検査キットの配布医療機関一覧

医療機関名 医療機関所在地 電話番号※１ 電話対応可能な曜日・時間※すべての医療機関は、来院前に事前連絡が必ず必要です。 ①診療・検査診察方式　　　※２経口抗ウイルス薬の取り扱いの有無
※すべての医療機関は、来院前に事前連絡が必ず必要です。直接の訪問は、お控えください。電話対応可能な曜日・時間にご連絡ください。なお、その際は、必ず最初にお名前をお伝えください。ただし、抗原定性検査キットの配布について事前連絡が不要な医療機関がありますので、条件のご確認をお願いします。※抗原定性検査キットの無料配布数には限りがあります。また、配布条件は、医療機関により異なります。※経口抗ウイルス薬の処方は、医師の判断になります。必ず処方されるとは限りません。※対応可能な曜日・時間以外は、新型コロナ・発熱患者相談窓口（０７４２－２７－１１３２）に相談をお願いします。

119 医療法人社団誠医会安東内科医院 橿原市山之坊町69番地の1 0744-24-8628 月・水・金　8:30-11:00受付終了（12:00診療終了)              17:00-18:30受付終了(19:30診療終了）火・土　8:30-11:00受付終了（12：00診察終了） ○ ○ ○ ○120 橋本クリニック 橿原市八木町１丁目7-30 00744-20-3133 月・火・水・金　9:00-12:30 16:00-19:00木・土  9:00-12:30 ○ 〇121 まえだ耳鼻咽喉科クリニック 橿原市北八木町3-4-32 0744-29-1133 月・火・水・金　8:45-11:00 14：45-17:00土 8:15-11:00※診察券裏の電話受付番号に電話してください※かかりつけの患者のみ対応可能※車で来院、待機できる方のみ対応 ○ 〇 　　　　　　　○※かかりつけ患者で当院で陽性と診断された患者と同居する15歳から65歳の家族のみ。※事前連絡必要122 たに小児科医院 橿原市北八木町3丁目65-7 0744-25-5335 月・火・木・金　8:30-12:00 15:30-19:00土　　　　　　　　8:30-12:00 ○123 医療法人　松山耳鼻咽喉科 橿原市南八木町2丁目2番17号 0744-22-9091 月・火・木・金　9:00-12:30 16:00-19:00土          　　　 9:00-13:00※車で来院、待機できる方のみ対応 ○ ○124 阪口クリニック 橿原市北妙法寺町521 0744-25-7272 月・火・水・金・土　9:00-12:00月・水・木・金  16:00-19:00   ※車で来院　待機できる方のみ ○ ○
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屋内 屋外 在宅 施設 ②抗原定性検査キットの無料配布の有無
①発熱外来認定医療機関（診療・検査医療機関）一覧

及び②重症化リスクの低いと考えられる有症状者への抗原定性検査キットの配布医療機関一覧

医療機関名 医療機関所在地 電話番号※１ 電話対応可能な曜日・時間※すべての医療機関は、来院前に事前連絡が必ず必要です。 ①診療・検査診察方式　　　※２経口抗ウイルス薬の取り扱いの有無
※すべての医療機関は、来院前に事前連絡が必ず必要です。直接の訪問は、お控えください。電話対応可能な曜日・時間にご連絡ください。なお、その際は、必ず最初にお名前をお伝えください。ただし、抗原定性検査キットの配布について事前連絡が不要な医療機関がありますので、条件のご確認をお願いします。※抗原定性検査キットの無料配布数には限りがあります。また、配布条件は、医療機関により異なります。※経口抗ウイルス薬の処方は、医師の判断になります。必ず処方されるとは限りません。※対応可能な曜日・時間以外は、新型コロナ・発熱患者相談窓口（０７４２－２７－１１３２）に相談をお願いします。

125 みうらこどもクリニック 橿原市北妙法寺町563番 0744-47-2206 月・火・水・金　9:00-12：00　16：30-19：00土 　 　　　 　　 9:00-12:00 ※祝日は対応していません。 〇126 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 月・火・水・金　9:00-11:30 16:00-19:30土 9:00-12:30 ○ 〇 〇127 医療法人　米田診療所 橿原市東坊城町５１０ 0744-23-5225 月～土　9:00-11:00かかりつけの患者のみ対応可能受診時は電話予約が必要検査実施は午前中のみ 〇128 かわはらこどもクリニック 橿原市上品寺町204-1 0744-24-2270 （日曜・木曜・祝日は休診）月・火・水・金曜日　9：00～11：30　15：00～17：00土曜日　9：00～11：00 ○ 〇129 おおすみ内科医院 橿原市石原田町160ｰ6 0744-20-1108 月～金　9:00－12:00　17：00－19：30　土　9:00－12:00 ○ ○130 ふじい内科医院 橿原市曽我町849-3 0744-22-2427 月・火・水・木・金・　9:00-１２：００　※車で来院、待機できる方のみ対応 ○ 〇
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屋内 屋外 在宅 施設 ②抗原定性検査キットの無料配布の有無
①発熱外来認定医療機関（診療・検査医療機関）一覧

及び②重症化リスクの低いと考えられる有症状者への抗原定性検査キットの配布医療機関一覧

医療機関名 医療機関所在地 電話番号※１ 電話対応可能な曜日・時間※すべての医療機関は、来院前に事前連絡が必ず必要です。 ①診療・検査診察方式　　　※２経口抗ウイルス薬の取り扱いの有無
※すべての医療機関は、来院前に事前連絡が必ず必要です。直接の訪問は、お控えください。電話対応可能な曜日・時間にご連絡ください。なお、その際は、必ず最初にお名前をお伝えください。ただし、抗原定性検査キットの配布について事前連絡が不要な医療機関がありますので、条件のご確認をお願いします。※抗原定性検査キットの無料配布数には限りがあります。また、配布条件は、医療機関により異なります。※経口抗ウイルス薬の処方は、医師の判断になります。必ず処方されるとは限りません。※対応可能な曜日・時間以外は、新型コロナ・発熱患者相談窓口（０７４２－２７－１１３２）に相談をお願いします。

131 医療法人村田医院 橿原市曽我町1045-25 0744-24-4838 月・火・水・金　  9:00-11:30  17:00-18:30 土　9:00-11:30※必ず事前に電話連絡をお願いします。※祝祭日、8/13-8/15、12/30-1/4は対応不可です。 ○ 〇132 ますが診療所 橿原市曽我町1063-6 0744-26-0500 完全予約制　　かかりつけ患者さん優先　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　受付時間：月・火・木・金・土：午前9時から午前11時　　　　　　発熱外来実施時間：午前11時30分開始予定　　　　　　　　　　　　　　　在宅は当院にて訪問診療契約をされている方のみ ○ 〇 〇 〇133 医療法人彩雲会辻本内科医院 橿原市内膳町1-1-5 大通口ﾋﾞﾙ2階 0744-22-0777 月・火・木・金　9:00-12:10 16:30-19：30水・土  9:00-12:10 ○ ○ ○134 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 月・火・水・金　9：00-11：30　17：00-19：00※車で来院待機できる方のみ対応　自院患者のみ診察 ○135 ちゅうわ往診クリニック 橿原市内膳町4丁目43-6 0744-29-6661 月～土  15：00-17：00　（前日までに予約のみ） ○ ○ ○ ○136 山村クリニック 橿原市内膳町5丁目2番30号 0744-20-1758 月・火・水・木・金　9:00-12:00 16:00-18:30土　9:00-12:00※かかりつけの患者のみ対応可能※車で来院、待機できる方のみ対応 〇
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屋内 屋外 在宅 施設 ②抗原定性検査キットの無料配布の有無
①発熱外来認定医療機関（診療・検査医療機関）一覧

及び②重症化リスクの低いと考えられる有症状者への抗原定性検査キットの配布医療機関一覧

医療機関名 医療機関所在地 電話番号※１ 電話対応可能な曜日・時間※すべての医療機関は、来院前に事前連絡が必ず必要です。 ①診療・検査診察方式　　　※２経口抗ウイルス薬の取り扱いの有無
※すべての医療機関は、来院前に事前連絡が必ず必要です。直接の訪問は、お控えください。電話対応可能な曜日・時間にご連絡ください。なお、その際は、必ず最初にお名前をお伝えください。ただし、抗原定性検査キットの配布について事前連絡が不要な医療機関がありますので、条件のご確認をお願いします。※抗原定性検査キットの無料配布数には限りがあります。また、配布条件は、医療機関により異なります。※経口抗ウイルス薬の処方は、医師の判断になります。必ず処方されるとは限りません。※対応可能な曜日・時間以外は、新型コロナ・発熱患者相談窓口（０７４２－２７－１１３２）に相談をお願いします。

137 医療法人橿原友紘会大和橿原病院 橿原市石川町81番地 0744-27-1071 月・火・木・水・金　8:30-11:30土  8:30-11:00※日曜・祝祭日・年末年始（12/30～1/3）は対応不可。 ○ ○ ○138 笠原内科医院 橿原市白橿町2丁目31番12 0744-27-0083 月・火・水・金・土　9:00-11:00月から金  18:00-19:00※かかりつけの患者のみ対応可能 ○ 〇 〇 〇139 医療法人友愛会しらかしクリニック 橿原市白橿町2丁目2211番1 0744-51-0801 月・火・水・金　9:00-12:00  16:00-19:00木・土  9:00-12:00 ※まず電話連絡をお願いします ○ ○ ○ ○140 平成記念病院 橿原市四条町827 0744-29-3300 月～土　9:00～11:00※日祝・年末年始（12/30～1/3）を除く※要事前問い合わせ ○ ○ ○141 徳岡クリニック 橿原市豊田町270-1かとうメディカルモール豊田 0744-29-7711 火・水・金　9:00-12：00　16:00-19:00月・　土  9:00-12：00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(予約制) ○ ○142 医療法人　桐山医院 橿原市大軽町123 0744-28-3456 月・火・水・金　8:30-12:00 16:00-19:30木・土  8:30-12:00　　※自院患者のみ診察。　　　　　 ○ 〇
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屋内 屋外 在宅 施設 ②抗原定性検査キットの無料配布の有無
①発熱外来認定医療機関（診療・検査医療機関）一覧

及び②重症化リスクの低いと考えられる有症状者への抗原定性検査キットの配布医療機関一覧

医療機関名 医療機関所在地 電話番号※１ 電話対応可能な曜日・時間※すべての医療機関は、来院前に事前連絡が必ず必要です。 ①診療・検査診察方式　　　※２経口抗ウイルス薬の取り扱いの有無
※すべての医療機関は、来院前に事前連絡が必ず必要です。直接の訪問は、お控えください。電話対応可能な曜日・時間にご連絡ください。なお、その際は、必ず最初にお名前をお伝えください。ただし、抗原定性検査キットの配布について事前連絡が不要な医療機関がありますので、条件のご確認をお願いします。※抗原定性検査キットの無料配布数には限りがあります。また、配布条件は、医療機関により異なります。※経口抗ウイルス薬の処方は、医師の判断になります。必ず処方されるとは限りません。※対応可能な曜日・時間以外は、新型コロナ・発熱患者相談窓口（０７４２－２７－１１３２）に相談をお願いします。

143 矢野内科外科医院 橿原市栄和町23-4 0744-22-4168 月・火・木・金　9:00-11：30 17：00-19:00水・土  9:00-11：30 ○ 〇 〇 〇144 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 月・水・金　9:00-11：00 17：00-18:00木・土　　   9:00-10:30 ○ ○ ○145 吉川医院 橿原市中曽司町175 0744-22-0174 月～金　8:00-12:00 15:30-19:00土 8 :00-12:00 ○ 〇146 医療法人　松谷医院 橿原市中曽司町75-1 0744-29-1180 月～金　　9:00-11:00    16:30-18:00土　　　　9:00-11:00車での来院が望ましい ○ ○ 　 　147 森下内科医院 橿原市見瀬町671-1 0744-28-1131 月・火・木・金　9:00-12：00 17:00-19:00水・土  9:00-11:00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※自院患者のみ対応　（事前に電話連絡お願いします。） ○ 〇 〇148 医療法人一路会　錦織病院 橿原市木原町77-1 0744-29-5600 月曜～金曜　①12：00～12：30　②18：00～18：30土曜日　　　　①12：00～12：30※自院かかりつけ患者のみ※車で来院、待機できる方のみ　（お待たせする可能性があります。） ○ 〇
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屋内 屋外 在宅 施設 ②抗原定性検査キットの無料配布の有無
①発熱外来認定医療機関（診療・検査医療機関）一覧

及び②重症化リスクの低いと考えられる有症状者への抗原定性検査キットの配布医療機関一覧

医療機関名 医療機関所在地 電話番号※１ 電話対応可能な曜日・時間※すべての医療機関は、来院前に事前連絡が必ず必要です。 ①診療・検査診察方式　　　※２経口抗ウイルス薬の取り扱いの有無
※すべての医療機関は、来院前に事前連絡が必ず必要です。直接の訪問は、お控えください。電話対応可能な曜日・時間にご連絡ください。なお、その際は、必ず最初にお名前をお伝えください。ただし、抗原定性検査キットの配布について事前連絡が不要な医療機関がありますので、条件のご確認をお願いします。※抗原定性検査キットの無料配布数には限りがあります。また、配布条件は、医療機関により異なります。※経口抗ウイルス薬の処方は、医師の判断になります。必ず処方されるとは限りません。※対応可能な曜日・時間以外は、新型コロナ・発熱患者相談窓口（０７４２－２７－１１３２）に相談をお願いします。

149 武田内科医院 橿原市木原町２１３－７ 0744-47-2369 月・火・木・金　9:00-12:30   16:00-19:00水・土     　　   9:00-12:30 ○ ○ ○ ○150 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 月・火・木・金　9：00-16:00土・日  9:00-11：00※かかりつけの患者、医療生協組合員優先 ○ 〇151 翠悠会診療所 橿原市葛本町676-1 0744-26-2222 月～金　13:00-15:00 ※かかりつけの患者のみ対応可能※車で来院、待機できる方のみ対応 ○ ○152 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 0744-23-1185 月～土　　　　　　　9:00-11：30月・火・水・金　　　16：30-19：00※かかりつけの患者のみ対応可能（車で来院、待機できる方） ○ ○153 医療法人桂会　平尾病院 橿原市兵部町6-28 0744-24-4700 月～金　15：00～17：00※土日祝・年末年始（12/29～1/3）を除く※事前に電話連絡をお願いします。 ○ ○ ○154 平成まほろば病院 橿原市四分町82番地1 0744-21-7200 月～土　9：00～17：00※自院患者のみ対応可能 ○ ○ ○
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屋内 屋外 在宅 施設 ②抗原定性検査キットの無料配布の有無
①発熱外来認定医療機関（診療・検査医療機関）一覧

及び②重症化リスクの低いと考えられる有症状者への抗原定性検査キットの配布医療機関一覧

医療機関名 医療機関所在地 電話番号※１ 電話対応可能な曜日・時間※すべての医療機関は、来院前に事前連絡が必ず必要です。 ①診療・検査診察方式　　　※２経口抗ウイルス薬の取り扱いの有無
※すべての医療機関は、来院前に事前連絡が必ず必要です。直接の訪問は、お控えください。電話対応可能な曜日・時間にご連絡ください。なお、その際は、必ず最初にお名前をお伝えください。ただし、抗原定性検査キットの配布について事前連絡が不要な医療機関がありますので、条件のご確認をお願いします。※抗原定性検査キットの無料配布数には限りがあります。また、配布条件は、医療機関により異なります。※経口抗ウイルス薬の処方は、医師の判断になります。必ず処方されるとは限りません。※対応可能な曜日・時間以外は、新型コロナ・発熱患者相談窓口（０７４２－２７－１１３２）に相談をお願いします。

155 医療法人たなせ医院 橿原市久米町421-1 0742-28-7605 月～金　9：00～12：00  17:00-19:30土  9:00-12:00 ○ 〇156 柏木耳鼻咽喉科 橿原市久米町615赤心ビル1階 0744-28-2227 月・火・水・金　　9:00-12:00 15:30-18:30木・土  9:00-12:00※かかりつけの患者のみ対応可能 ○ 〇 〇157 酢谷内科 橿原市久米町615 赤心ビル2F 0744-26-1555 月・火・水・金　9:00-11:00、 16:30-18:30木・土  9:00-11:00※かかりつけの患者のみ対応可能※事前に電話連絡をお願いします※可能なら自家用車で来院ください ○ ○ ○158 医療法人中尾医院 橿原市菖蒲町3丁目2番3号 0744-27-4575 月火木金　9：30-11：30　16：30-18：30土　9：30-11：30水　16：30-18：30かかりつけの患者のみ対応可能車で来院当院駐車場から当院に電話して待機してください ○ ○159 羽田医院 桜井市西之宮228-35 0744-43-2120 月　8:30-12:00  火　14:00-18:00水、木、金、土、祝日（月以外の場合）　8:30-12:00　14：00-18：00日、祝日（月の場合）　8:30-12:00 ○ 〇 〇 〇160 いいおか医院 桜井市芝３６６番地 0744-42-6144 月・火・水・金・土　 8:30-12:00月・火・水・金　16:30-18:00※日・木・土午後・祝日は対応していません。 ○ 〇 〇 〇 〇
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屋内 屋外 在宅 施設 ②抗原定性検査キットの無料配布の有無
①発熱外来認定医療機関（診療・検査医療機関）一覧

及び②重症化リスクの低いと考えられる有症状者への抗原定性検査キットの配布医療機関一覧

医療機関名 医療機関所在地 電話番号※１ 電話対応可能な曜日・時間※すべての医療機関は、来院前に事前連絡が必ず必要です。 ①診療・検査診察方式　　　※２経口抗ウイルス薬の取り扱いの有無
※すべての医療機関は、来院前に事前連絡が必ず必要です。直接の訪問は、お控えください。電話対応可能な曜日・時間にご連絡ください。なお、その際は、必ず最初にお名前をお伝えください。ただし、抗原定性検査キットの配布について事前連絡が不要な医療機関がありますので、条件のご確認をお願いします。※抗原定性検査キットの無料配布数には限りがあります。また、配布条件は、医療機関により異なります。※経口抗ウイルス薬の処方は、医師の判断になります。必ず処方されるとは限りません。※対応可能な曜日・時間以外は、新型コロナ・発熱患者相談窓口（０７４２－２７－１１３２）に相談をお願いします。

161 医療法人飯岡会　のぞみ診療所 桜井市忍阪39－1 0744－43－3338 月・火・水・金　7：30-9：20　 15：30-16：50、土  7：30-9：20　に　インターネットでの診療申込＋web問診記入：確認後に来院時間をメールで案内します。※かかりつけの患者のみ対応可能・人数制限あり※車で来院、待機できる方のみ対応 ○ ○ ○ ○162 青葉会　小阪医院 桜井市桜井547 0744-44-2580 月・火・金　9:00-19:30水・土  9:00-12:30 ○ ○ ○ ○ ○163 医療法人　菊川内科医院 桜井市桜井869番地の1 0744-46-2112 月・火・水・金　9：00-11：30　 17：30-19：00木・土  9：00-11：30※原則としてかかりつけ患者と小学生以上対応可能※必ず電話で予約をしてください ○ 〇 〇 〇 〇164 大住診療所 桜井市桜井987番地 0744-42-1858 午前中の診療時間内（当院かかりつけの方）　※電話での事前予約が必須です。　※車で来院のうえ屋外の駐車場にて待機して下さい。 ○ 〇 〇 〇165 医療法人幸仁会木下医院 桜井市阿部550番地 0744-42-4053 月・火・木・金　 9:00-11:30 17:00-19:30水・土　9：00-11:30※電話予約必要、人数制限あり、在宅・施設はかかりつけ患者を対応 ○ 〇 〇 〇 〇166 岡本内科こどもクリニック 桜井市戒重206番地 0744-42-4152 月・水・金　9:00-12:00 18:00-20:00火・木       9:00-17:00土            9:00-12:00※事前にお電話ください ○ ○ ○
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屋内 屋外 在宅 施設 ②抗原定性検査キットの無料配布の有無
①発熱外来認定医療機関（診療・検査医療機関）一覧

及び②重症化リスクの低いと考えられる有症状者への抗原定性検査キットの配布医療機関一覧

医療機関名 医療機関所在地 電話番号※１ 電話対応可能な曜日・時間※すべての医療機関は、来院前に事前連絡が必ず必要です。 ①診療・検査診察方式　　　※２経口抗ウイルス薬の取り扱いの有無
※すべての医療機関は、来院前に事前連絡が必ず必要です。直接の訪問は、お控えください。電話対応可能な曜日・時間にご連絡ください。なお、その際は、必ず最初にお名前をお伝えください。ただし、抗原定性検査キットの配布について事前連絡が不要な医療機関がありますので、条件のご確認をお願いします。※抗原定性検査キットの無料配布数には限りがあります。また、配布条件は、医療機関により異なります。※経口抗ウイルス薬の処方は、医師の判断になります。必ず処方されるとは限りません。※対応可能な曜日・時間以外は、新型コロナ・発熱患者相談窓口（０７４２－２７－１１３２）に相談をお願いします。

167 すずきこどもクリニック 桜井市上之庄710-1 0744-48-6700 月・火・水・金　9:00-12:00 16:30-19:00土・日 9:00-12:00※中学生以下と、そのご家族※38度以上の発熱がある方 ○ ○168 社会医療法人　健生会　大福診療所 桜井市大福240-1 0744-42-3059 月・水・木・土　8：30-11:30火・金　8：30～1130　16：30～18：30※事前に電話で予約が必要 ○ 〇 〇 〇169 小西橋医院 桜井市谷240-1 0744-42-2290 月・火・水・金　9:00-11:30 16:30-18:30木・土  9:00-11:30※かかりつけの患者のみ対応可能※できる限り車で来院、待機して頂きたい ○ ○ ○ ○170 医療法人山田医院 五條市須恵2丁目1番25号 0747-22-2039 月・金　9:00-10:30 17:00-18:00火・木・土  9:00-10:30 ○ ○171 南和広域医療企業団五條病院 五條市野原西5丁目2番59号 0747-22-1112 月・火・水・木・金　9：00-15：30(祝日・国民の休日、年末年始を除く）※必ず来院前に電話にてご相談下さい。※検査できる件数に限りがあります。※小児科対応はしておりません。 ○ ○ ○172 五條市応急診療所 五條市野原西5丁目2-59 0747-24-0099 土・日・祝日　18:00-21:30※必ず電話予約が必要です。※直接来院は対応できません。※受診できる人数に限りがあります。 ○ ○
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屋内 屋外 在宅 施設 ②抗原定性検査キットの無料配布の有無
①発熱外来認定医療機関（診療・検査医療機関）一覧

及び②重症化リスクの低いと考えられる有症状者への抗原定性検査キットの配布医療機関一覧

医療機関名 医療機関所在地 電話番号※１ 電話対応可能な曜日・時間※すべての医療機関は、来院前に事前連絡が必ず必要です。 ①診療・検査診察方式　　　※２経口抗ウイルス薬の取り扱いの有無
※すべての医療機関は、来院前に事前連絡が必ず必要です。直接の訪問は、お控えください。電話対応可能な曜日・時間にご連絡ください。なお、その際は、必ず最初にお名前をお伝えください。ただし、抗原定性検査キットの配布について事前連絡が不要な医療機関がありますので、条件のご確認をお願いします。※抗原定性検査キットの無料配布数には限りがあります。また、配布条件は、医療機関により異なります。※経口抗ウイルス薬の処方は、医師の判断になります。必ず処方されるとは限りません。※対応可能な曜日・時間以外は、新型コロナ・発熱患者相談窓口（０７４２－２７－１１３２）に相談をお願いします。

173 五條市立大塔診療所 五條市大塔町辻堂41番地 0747-36-0244 月・火・金　13：00-15：00※受診にあたっては、電話予約が必要です。※原則五條市大塔村地区住民・定期通院患者が対象です。 ○ ○
174 医療法人岩井内科・皮膚科 五條市今井2丁目2番12号 0747-26-1212 月・火・金　9:00-11:00 　16:00-18:00水・土       9:00-11:00※当院 内科にて加療継続中の患者さんのみ対応可(皮膚科は不可）※車で来院、待機できる方のみ対応可。※受診前に電話連絡必要です。直接来院は対応できません。※受診できる人数に限りがあります。※祝祭日は対応していません。※小児は対応していません。 〇
175 ひらい内科クリニック 五條市今井4-1-16 0747-25-5525 月・水・金　9:00-12:00　16:00-19:00木・土  9:00-12:00※かかりつけの患者のみ対応可能※原則、一般診療終了後の診察になります。※５人 / 日まで※一般診療の混み具合で対応不可能なときもあります。 ○ 〇176 医療法人社団恵生会　後藤医院 五條市本町1丁目7番23号 0747-22-2695 月・火・水・木　9:00-11:00 17:00-18:30金・土  9:00-11:00※かかりつけの患者のみ対応可能 ○ 〇177 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番地 0747-32-0525 月・火　8：30-12：00　水・金　8：30-18：00土　　  8：30-12：00 ○ ○ 　　　　　　　○※診療時間内のみ対応※事前連絡必要30



屋内 屋外 在宅 施設 ②抗原定性検査キットの無料配布の有無
①発熱外来認定医療機関（診療・検査医療機関）一覧

及び②重症化リスクの低いと考えられる有症状者への抗原定性検査キットの配布医療機関一覧

医療機関名 医療機関所在地 電話番号※１ 電話対応可能な曜日・時間※すべての医療機関は、来院前に事前連絡が必ず必要です。 ①診療・検査診察方式　　　※２経口抗ウイルス薬の取り扱いの有無
※すべての医療機関は、来院前に事前連絡が必ず必要です。直接の訪問は、お控えください。電話対応可能な曜日・時間にご連絡ください。なお、その際は、必ず最初にお名前をお伝えください。ただし、抗原定性検査キットの配布について事前連絡が不要な医療機関がありますので、条件のご確認をお願いします。※抗原定性検査キットの無料配布数には限りがあります。また、配布条件は、医療機関により異なります。※経口抗ウイルス薬の処方は、医師の判断になります。必ず処方されるとは限りません。※対応可能な曜日・時間以外は、新型コロナ・発熱患者相談窓口（０７４２－２７－１１３２）に相談をお願いします。

178 医療法人鎌田医院田園診療所 五條市田園3丁目11-10、11-9 0747-26-1150 月・火　15：30-18：00　水　8：30-12：00土　　  8：30-12：00 ○ ○ 　　　　　　　○※診療時間内のみ対応※事前連絡必要179 医療法人友愛会　沢田医院 御所市180-14 0745-62-0801 月・火・水・木・金　8:30-12:00  16:00-19:00土  8:30-12:00                                               　　　　     ※まず電話連絡をお願いします ○ ○ ○ ○180 勝山診療所 御所市343番地の4 （御国通り2丁目） 0745-65-2631 月・火・木・金　9:00-12:00 17:00-19:00水・土  9:00-12:00 ○ ○ ○ ○181 森岡医院 御所市755-1 0745-64-2345 月・火・水・金　9:00-12：00 18:00-20:00土  9:00-12：00※車で来院、待機できる方のみ対応 ○ ○182 医療法人榎本医院 御所市戸毛1130 0745-67-0008 月・火・水・木・金　9:00-11:30 18:00-19:30土  9:00-11:30※かかりつけの患者のみ対応可能（事前電話連絡要）※原則、携帯電話持参、車で来院、待機できる方のみ対応※診察の状況により対応できない場合もあります ○ ○183 松村医院 御所市戸毛991番地 0745-67-0165 月・火・水・金・土　9:00-11:00　　　　　　　　　　　　　　　　　月・火・水・金　　 16:00-18:00 ○ ○ ○ ○
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屋内 屋外 在宅 施設 ②抗原定性検査キットの無料配布の有無
①発熱外来認定医療機関（診療・検査医療機関）一覧

及び②重症化リスクの低いと考えられる有症状者への抗原定性検査キットの配布医療機関一覧

医療機関名 医療機関所在地 電話番号※１ 電話対応可能な曜日・時間※すべての医療機関は、来院前に事前連絡が必ず必要です。 ①診療・検査診察方式　　　※２経口抗ウイルス薬の取り扱いの有無
※すべての医療機関は、来院前に事前連絡が必ず必要です。直接の訪問は、お控えください。電話対応可能な曜日・時間にご連絡ください。なお、その際は、必ず最初にお名前をお伝えください。ただし、抗原定性検査キットの配布について事前連絡が不要な医療機関がありますので、条件のご確認をお願いします。※抗原定性検査キットの無料配布数には限りがあります。また、配布条件は、医療機関により異なります。※経口抗ウイルス薬の処方は、医師の判断になります。必ず処方されるとは限りません。※対応可能な曜日・時間以外は、新型コロナ・発熱患者相談窓口（０７４２－２７－１１３２）に相談をお願いします。

184 医療法人吉川会　吉川診療所 御所市東松本8-1ATYﾋﾞﾙ1F 0745-63-2323 月・火・木・金　9:30-17：00土  9:30-12：00 ○ 〇 〇 〇 　　　　　　　○※診療時間内のみ対応※事前連絡必要185 医療法人　山下医院 御所市三室110-1 0745-65-1033 月・火・水・木・金　9:00-11:30 17：30-19:00※かかりつけの方のみ。　診察時間内に事前の電話が必要です。　必ず車で来院してください。※土日祝日は、対応しておりません。原則、発熱のある方のみとさせて頂きます。 ○ 〇186 勝山内科医院 御所市中央通り1128 0745-62-6438 月・火・水・金　9:00-10:30 17:00-18:00土  9:00-10:30※かかりつけの患者のみ対応（要事前電話連絡）※原則、車で来院、待機の対応 ○ ○ ○ ○187 医療法人鴻池会　秋津鴻池病院 御所市大字池之内1064番地 0745-63-0601 月・水（祝日・年末年始を除く）　14:00-15:00※受診にあたっては、事前に電話予約が必要※かかりつけの患者のみ対応可能 ○ ○188 神宝医院 御所市御門町630-5 0745-62-2240 月・火・金　9:00-10:30 15.30-17:00水・土  9:00-10:30※かかりつけの患者のみ対応可能※車で来院、待機できる方のみ対応 ○ ○189 生駒市立病院 生駒市東生駒1丁目6番地2 0743-72-1111 月・火・水・木・金・土・日　0：00～24：00 ○ ○ ○
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屋内 屋外 在宅 施設 ②抗原定性検査キットの無料配布の有無
①発熱外来認定医療機関（診療・検査医療機関）一覧

及び②重症化リスクの低いと考えられる有症状者への抗原定性検査キットの配布医療機関一覧

医療機関名 医療機関所在地 電話番号※１ 電話対応可能な曜日・時間※すべての医療機関は、来院前に事前連絡が必ず必要です。 ①診療・検査診察方式　　　※２経口抗ウイルス薬の取り扱いの有無
※すべての医療機関は、来院前に事前連絡が必ず必要です。直接の訪問は、お控えください。電話対応可能な曜日・時間にご連絡ください。なお、その際は、必ず最初にお名前をお伝えください。ただし、抗原定性検査キットの配布について事前連絡が不要な医療機関がありますので、条件のご確認をお願いします。※抗原定性検査キットの無料配布数には限りがあります。また、配布条件は、医療機関により異なります。※経口抗ウイルス薬の処方は、医師の判断になります。必ず処方されるとは限りません。※対応可能な曜日・時間以外は、新型コロナ・発熱患者相談窓口（０７４２－２７－１１３２）に相談をお願いします。

190 杉森内科胃腸科 生駒市東生駒4-398-166 0743-73-5596 月・火・金　9：00-18：00水・土　　9：00-12：00※車で来院・待機できる方のみ対応。事前の電話予約が必要。 ○ 〇191 医療法人友岡診療所 生駒市辻町397-8 0743-73-1881 月・火・木・金　9:00-13:00 17:00-20:00水・土　9:00-13:00 ○ ○ ○192 医療法人田中泌尿器科医院生駒診療所 生駒市東松ヶ丘15-30 0743-75-2861 月・水・金(祝日を含む)　 8:30-18:30火・木・土(祝日を含む)　 8:30-14:30 ○ ○193 医療法人生火会　松宮医院 生駒市東松ｹ丘17-8 0743-71-8700 月・火・水・金　9:00-13：00 17：00-19：00土  9:00-12：00 ○ 〇 〇 〇 〇194 たけつな小児科クリニック 生駒市真弓1丁目2-8 0743-71-0929 月～金　9:00-12:00 17:00-19:30土  9:00-12:00※濃厚接触者に関しては受診前の電話問い合わせ必要 ○ 〇 〇 〇195 衞藤耳鼻咽喉科 生駒市真弓4丁目4番5号2階 0743-78-4030 月・火・木・金　9:00-11:00 15:00-17:00土  8:30-11:00※完全予約制（必ず電話で予約して下さい）※車で来院、待機できる方のみ対応 ○ ○
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屋内 屋外 在宅 施設 ②抗原定性検査キットの無料配布の有無
①発熱外来認定医療機関（診療・検査医療機関）一覧

及び②重症化リスクの低いと考えられる有症状者への抗原定性検査キットの配布医療機関一覧

医療機関名 医療機関所在地 電話番号※１ 電話対応可能な曜日・時間※すべての医療機関は、来院前に事前連絡が必ず必要です。 ①診療・検査診察方式　　　※２経口抗ウイルス薬の取り扱いの有無
※すべての医療機関は、来院前に事前連絡が必ず必要です。直接の訪問は、お控えください。電話対応可能な曜日・時間にご連絡ください。なお、その際は、必ず最初にお名前をお伝えください。ただし、抗原定性検査キットの配布について事前連絡が不要な医療機関がありますので、条件のご確認をお願いします。※抗原定性検査キットの無料配布数には限りがあります。また、配布条件は、医療機関により異なります。※経口抗ウイルス薬の処方は、医師の判断になります。必ず処方されるとは限りません。※対応可能な曜日・時間以外は、新型コロナ・発熱患者相談窓口（０７４２－２７－１１３２）に相談をお願いします。

196 医療法人牧之段内科 生駒市谷田町850-4谷田ビル2F 0743-74-0330 月・火・水・金　9:00-12:00 16:00-19:30木・土  9:00-12:00※かかりつけの患者のみ対応可能※車で来院、待機できる方のみ対応 ○197 なかや小児科 生駒市谷田町870ｰ2 中谷ﾋﾞﾙ 0743ｰ75ｰ8712 月・火・水・金　8:30ｰ12：00   16:45-19:00木・土  8:30-12:00 ○ 〇198 医療法人のぞみ会　上田耳鼻咽喉科アレルギー科クリニック 生駒市谷田町873-1 0743-73-7537 月・金　9:15-11:30 15:15-18:00火・水・土  9:15-11:15　15:00-17:30（祝日は除く）※上記時間内に電話で予約後、ご案内の通りに来院してください。 ○ ○199 きくち診療所 生駒市谷田町881-1 0743-74-8533 月・火・木・金　9:00-11:30　　 16:０0-17:30土  9:00-11:30　（但し　午前は12時から12時半までに午後は18時から18時半までに来院可能で、屋外待機可能な方に限る） ○ ○200 石井クリニック 生駒市壱分町83-48 0743-76-2828 月・火・水・金・土　8:30-12:00 16:30-20:00 ○ ○ ○ ○201 一般財団法人生駒メディカルセンター　休日夜間応急診療所 生駒市東新町1番3号 0743-75-0111 月～金　22:00-6:00 土  16:00-6:00日  10:00-6:00※受診前に必ずお電話をお願いします。※検査の実施については、発熱等症状があり、医師が検査を必要と判断した方のみとなります。 ○
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屋内 屋外 在宅 施設 ②抗原定性検査キットの無料配布の有無
①発熱外来認定医療機関（診療・検査医療機関）一覧

及び②重症化リスクの低いと考えられる有症状者への抗原定性検査キットの配布医療機関一覧

医療機関名 医療機関所在地 電話番号※１ 電話対応可能な曜日・時間※すべての医療機関は、来院前に事前連絡が必ず必要です。 ①診療・検査診察方式　　　※２経口抗ウイルス薬の取り扱いの有無
※すべての医療機関は、来院前に事前連絡が必ず必要です。直接の訪問は、お控えください。電話対応可能な曜日・時間にご連絡ください。なお、その際は、必ず最初にお名前をお伝えください。ただし、抗原定性検査キットの配布について事前連絡が不要な医療機関がありますので、条件のご確認をお願いします。※抗原定性検査キットの無料配布数には限りがあります。また、配布条件は、医療機関により異なります。※経口抗ウイルス薬の処方は、医師の判断になります。必ず処方されるとは限りません。※対応可能な曜日・時間以外は、新型コロナ・発熱患者相談窓口（０７４２－２７－１１３２）に相談をお願いします。

202 どいクリニック 生駒市南田原町1038 0743-71-8235 月・火・木・金　8:30-11:30  16:00-19:00                         水・土　8:30-11:30 ○ ○203 医療法人風尚会やました医院 生駒市南田原町1039 0743-71-8234 月・火・水・金　9：00-18：00　木・土　　　　　 9：00-12：00 ○ 〇 〇 〇204 医療法人和幸会 阪奈中央病院 生駒市俵口町741番地 0743-74-8660 平日 月～土  9:00-11:30※年末年始(12/30～1/3除く)※事前に電話連絡をお願いします ○ ○ ○205 たかだこどもクリニック 生駒市山崎町21-28 0743-72-1661 月・火・木・金　8：30-18：30水・土  8：30-11:30 ○ ○206 医療法人社団有山会有山診療所 生駒市高山町4261番地1 0743-78-0075 月・水・金　10:30-11:30　 17:00-19:30火・土       10:30-11:30※上記時間帯に必ず電話をしてください。直接の来院は不可。 ○ 〇 〇207 山上内科医院 生駒市小明町554-1西口ビル1F 0743-72-1300 月・火・木・金　8:45-12:30 16:15-19:00土  8:45-12:30 ○ ○
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屋内 屋外 在宅 施設 ②抗原定性検査キットの無料配布の有無
①発熱外来認定医療機関（診療・検査医療機関）一覧

及び②重症化リスクの低いと考えられる有症状者への抗原定性検査キットの配布医療機関一覧

医療機関名 医療機関所在地 電話番号※１ 電話対応可能な曜日・時間※すべての医療機関は、来院前に事前連絡が必ず必要です。 ①診療・検査診察方式　　　※２経口抗ウイルス薬の取り扱いの有無
※すべての医療機関は、来院前に事前連絡が必ず必要です。直接の訪問は、お控えください。電話対応可能な曜日・時間にご連絡ください。なお、その際は、必ず最初にお名前をお伝えください。ただし、抗原定性検査キットの配布について事前連絡が不要な医療機関がありますので、条件のご確認をお願いします。※抗原定性検査キットの無料配布数には限りがあります。また、配布条件は、医療機関により異なります。※経口抗ウイルス薬の処方は、医師の判断になります。必ず処方されるとは限りません。※対応可能な曜日・時間以外は、新型コロナ・発熱患者相談窓口（０７４２－２７－１１３２）に相談をお願いします。

208 木下クリニック 生駒市小平尾町4-1-1 0743－76－2318 月・水・金　9:00-12:00 16:00-18:00火・土  9:00-12:00　※車で来院、待機できる方のみ対応※電話での事前予約が必要 ○ 〇 〇 〇209 医療法人社団有山会　　　　　　　　　　　　鹿ノ台クリニック 生駒市鹿ノ台西1-1-8 0743-78-5681 月・水・金　8:00-14：00火・木・土  8:00-11：30 ○ 〇 〇210 つじもと医院 生駒市鹿ノ台東2－4－4 0743－61－5131 月・火・木・金　9：00～11：30　17：00～18：30水・土　9：00～11：30※通院患者およびその家族　または　近隣住民に限る ○211 医）渡邉内科外科クリニック 生駒市北大和１丁目３－１ 0743-71-1480 月・火・水・金　9:00-11:30  17:00-18:30土  9:00-11:30※かかりつけの患者のみ対応可能※車で来院、待機できる方のみ対応 ○ ○212 北生駒いつき内科クリニック 生駒市北大和1-23-1 0743-61-5111 月・火・水・金　9:00-12:30 16:30-19:30土・日　　　9:00-12:30 ○ 〇 〇 〇213 医療法人学芳会　倉病院 生駒市本町１番７号 0743-73-4888 月～土　9:00-11:30※来院時間は電話でご確認ください。 ○ 〇
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屋内 屋外 在宅 施設 ②抗原定性検査キットの無料配布の有無
①発熱外来認定医療機関（診療・検査医療機関）一覧

及び②重症化リスクの低いと考えられる有症状者への抗原定性検査キットの配布医療機関一覧

医療機関名 医療機関所在地 電話番号※１ 電話対応可能な曜日・時間※すべての医療機関は、来院前に事前連絡が必ず必要です。 ①診療・検査診察方式　　　※２経口抗ウイルス薬の取り扱いの有無
※すべての医療機関は、来院前に事前連絡が必ず必要です。直接の訪問は、お控えください。電話対応可能な曜日・時間にご連絡ください。なお、その際は、必ず最初にお名前をお伝えください。ただし、抗原定性検査キットの配布について事前連絡が不要な医療機関がありますので、条件のご確認をお願いします。※抗原定性検査キットの無料配布数には限りがあります。また、配布条件は、医療機関により異なります。※経口抗ウイルス薬の処方は、医師の判断になります。必ず処方されるとは限りません。※対応可能な曜日・時間以外は、新型コロナ・発熱患者相談窓口（０７４２－２７－１１３２）に相談をお願いします。

214 医療法人社団松下会白庭病院 生駒市白庭台6丁目10-1 0743-70-0022 月、火、水、木、金　9：00-12:00※受診にあたっては、電話予約が必要 ○ ○215 勝間内科医院 生駒市さつき台2-451-27 0743-77-0670 月・火・木・金  18時-20時※かかりつけの患者様のみ対応※車で来院、待機出来る方のみ対応 　 ○ 　 　216 マツオメディカルクリニック 生駒市ひかりが丘１－１－１ 0743-70-0151 月・火・水・金・土　　９：００～１２：００月・火・水・金　　　１７：００～１９：００　※かかりつけ患者及び近隣住民の方のみ対応※車で来院・待機可能な方のみ対応 ○ 　 ○ 　 　217 近畿大学奈良病院 生駒市乙田町1248-1 0743-77-0880 月～金　9：00～11：30※かかりつけの患者・他院からの紹介患者のみ対応可能※車で来院、待機できる方のみ対応 ○ ○218 医療法人博友会　みちのクリニック 香芝市下田西1-6-12-101 0745-79-8723 月・火・水・金　9:00-10:30 16:30-18:00木・土　　　　　 9:00-10:30※車で来院、待機できる方のみ対応しています。 ○ 〇219 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 月・火・水・木・金（祝日を除く）　　9:00-12:00　 16:30-19:00※かかりつけの患者のみ対応可能※車で来院、待機できる方のみ対応 ○ 　 ○
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屋内 屋外 在宅 施設 ②抗原定性検査キットの無料配布の有無
①発熱外来認定医療機関（診療・検査医療機関）一覧

及び②重症化リスクの低いと考えられる有症状者への抗原定性検査キットの配布医療機関一覧

医療機関名 医療機関所在地 電話番号※１ 電話対応可能な曜日・時間※すべての医療機関は、来院前に事前連絡が必ず必要です。 ①診療・検査診察方式　　　※２経口抗ウイルス薬の取り扱いの有無
※すべての医療機関は、来院前に事前連絡が必ず必要です。直接の訪問は、お控えください。電話対応可能な曜日・時間にご連絡ください。なお、その際は、必ず最初にお名前をお伝えください。ただし、抗原定性検査キットの配布について事前連絡が不要な医療機関がありますので、条件のご確認をお願いします。※抗原定性検査キットの無料配布数には限りがあります。また、配布条件は、医療機関により異なります。※経口抗ウイルス薬の処方は、医師の判断になります。必ず処方されるとは限りません。※対応可能な曜日・時間以外は、新型コロナ・発熱患者相談窓口（０７４２－２７－１１３２）に相談をお願いします。

220 ぬくもりクリニック 香芝市下田西2丁目7-61 0745-71-0200 月・火・水・金　9:30-12:30 ※祝日、年末年始（12/30～1/3）を除く※基本は当院のかかりつけ患者さんのみの対応で、かつ、車で来院し屋外で待機できる人のみ ○ ○ ○221 医療法人山本内科医院 香芝市真美ヶ丘1-14-28 0745-77-3773 月・火・水・金　8:30-11:30 15:30-18:30土 8:30-11:30 ○ ○ ○222 さない内科整形外科医院 香芝市真美ｹ丘4-16-1 0745-78-0239 月・火・水・金　9:00-12:00 16:30-19:30水・土  9:00-12:00※電話受付後、受診時間については再度当院から連絡させて頂きます。 ○ ○223 岡耳鼻咽喉科 香芝市真美ｹ丘6-10 0745-78-7409 月・火・水・金　9:30-12：30 15:30-18:00木・土  9:30-11:30※かかりつけの患者のみ対応可能※車で来院、待機できる方のみ対応 〇 〇224 堀川医院 香芝市穴虫106 0745-77-1197 月・水・木・土　9：00-12：00 火  9：00-11：00　17：00-19：30金　9：00-12：00　17：00-19：30※かかりつけの患者のみ対応可能※車で来院、待機できる方のみ対応 〇 〇225 二上駅前診療所 香芝市穴虫1045-1 0745-71-4180 月・火・木・金　9:00-12:00 16:30-19:00水・土  9:00-12:00※原則、車で来院・待機できる方を優先(不可時は要相談)※受診時間については、再度当院からの連絡・指示待ち ○ 〇 △ 〇
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屋内 屋外 在宅 施設 ②抗原定性検査キットの無料配布の有無
①発熱外来認定医療機関（診療・検査医療機関）一覧

及び②重症化リスクの低いと考えられる有症状者への抗原定性検査キットの配布医療機関一覧

医療機関名 医療機関所在地 電話番号※１ 電話対応可能な曜日・時間※すべての医療機関は、来院前に事前連絡が必ず必要です。 ①診療・検査診察方式　　　※２経口抗ウイルス薬の取り扱いの有無
※すべての医療機関は、来院前に事前連絡が必ず必要です。直接の訪問は、お控えください。電話対応可能な曜日・時間にご連絡ください。なお、その際は、必ず最初にお名前をお伝えください。ただし、抗原定性検査キットの配布について事前連絡が不要な医療機関がありますので、条件のご確認をお願いします。※抗原定性検査キットの無料配布数には限りがあります。また、配布条件は、医療機関により異なります。※経口抗ウイルス薬の処方は、医師の判断になります。必ず処方されるとは限りません。※対応可能な曜日・時間以外は、新型コロナ・発熱患者相談窓口（０７４２－２７－１１３２）に相談をお願いします。

226 医療法人輝心会　加藤クリニック 香芝市穴虫1055-1 0745-71-5677 月・火・木・金　9:30-11:00　　土  8:30-11:00※車で来院・待機できる方※来院前に必ずお電話下さい ○ ○ ○ ○ ○227 香芝生喜病院 香芝市穴虫3300番地3 0745-71-3113 月・火・水・木・金・土　9：00－12：30 ※事前のお問い合わせが必要です ※抗ウイルス薬については当院にて診察された方のみ対応 ○ ○ ○228 安田医院 香芝市今泉7-1 0745-71-7100 月・水・金　9:00-12:00 17:00-19:00火            9:00-11:30木・土       9:00-12:00 ○ ○ ○ 〇229 医療法人弘生会関屋病院 香芝市関屋北5丁目11-1 0745-77-2434 月・火・水・木・金　9:00-12：00※自院患者・職員のみ ○ 〇 〇230 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 月・火・木・金　9:00-12:30 16:30-18:00水・土  9:00-12:30 ○ ○ ○231 西本内科 香芝市旭ヶ丘４丁目２－１ 0745-71-2122 月・火・水・木・金・土　9：00-11：00　16：00-18：00月・火・水・金　9：00-11：00※かかりつけの患者のみ対応可能※車で来院、待機できる方のみ対応・ ○ 〇
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屋内 屋外 在宅 施設 ②抗原定性検査キットの無料配布の有無
①発熱外来認定医療機関（診療・検査医療機関）一覧

及び②重症化リスクの低いと考えられる有症状者への抗原定性検査キットの配布医療機関一覧

医療機関名 医療機関所在地 電話番号※１ 電話対応可能な曜日・時間※すべての医療機関は、来院前に事前連絡が必ず必要です。 ①診療・検査診察方式　　　※２経口抗ウイルス薬の取り扱いの有無
※すべての医療機関は、来院前に事前連絡が必ず必要です。直接の訪問は、お控えください。電話対応可能な曜日・時間にご連絡ください。なお、その際は、必ず最初にお名前をお伝えください。ただし、抗原定性検査キットの配布について事前連絡が不要な医療機関がありますので、条件のご確認をお願いします。※抗原定性検査キットの無料配布数には限りがあります。また、配布条件は、医療機関により異なります。※経口抗ウイルス薬の処方は、医師の判断になります。必ず処方されるとは限りません。※対応可能な曜日・時間以外は、新型コロナ・発熱患者相談窓口（０７４２－２７－１１３２）に相談をお願いします。

232 医療法人澤田医院 香芝市五位堂5-155 0745-76-2177 月・火・水・木・金　9:00-10:30 ※車で来院、待機できる方のみ対応 ○ 〇233 まるはしファミリークリニック 香芝市五位堂3-436-1 0745-43-9240 月・水・金　9:00-12：00 17：00-20：00火・土  9:00-12：00※電話受付後、受信時間については再度当院から連絡させていただきます。※車で来院、待機できる方のみ対応 ○ 〇 〇 〇234 かまだ医院 香芝市鎌田464－3 0745-77-1118 月・水・金　9:00-12：30 　17：00‐18：30火・土 　　 9:00-12:30※かかりつけ患者および近隣住民のみ対応※対応が可能か来院前に必ず電話確認をお願いします　※できれば自家用車での来院をお願いします ○ 〇 〇 〇 〇235 高橋耳鼻咽喉科 香芝市狐井180－4 0745-79-2905 月火木金　9：00－10：00　15：00－16：00土　9：00－10：00かかりつけ患者のみ対応可能車で来院、待機できる方のみ対応 ○ ○236 医療法人　堀内医院 葛城市忍海338-4 0745-62-2958 月・水・金　9:00-12:00 16:30-18:00火・木・土  9:00-12:00 ○ ○ ○ ○237 ますだ診療所 葛城市八川113-1 0745-48-0023 月・木・金　9:00-11:30 16:00-18:30土  9:00-11:30水　16:00-18:30※車で来院、待機できる方のみ対応 ○ 〇
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屋内 屋外 在宅 施設 ②抗原定性検査キットの無料配布の有無
①発熱外来認定医療機関（診療・検査医療機関）一覧

及び②重症化リスクの低いと考えられる有症状者への抗原定性検査キットの配布医療機関一覧

医療機関名 医療機関所在地 電話番号※１ 電話対応可能な曜日・時間※すべての医療機関は、来院前に事前連絡が必ず必要です。 ①診療・検査診察方式　　　※２経口抗ウイルス薬の取り扱いの有無
※すべての医療機関は、来院前に事前連絡が必ず必要です。直接の訪問は、お控えください。電話対応可能な曜日・時間にご連絡ください。なお、その際は、必ず最初にお名前をお伝えください。ただし、抗原定性検査キットの配布について事前連絡が不要な医療機関がありますので、条件のご確認をお願いします。※抗原定性検査キットの無料配布数には限りがあります。また、配布条件は、医療機関により異なります。※経口抗ウイルス薬の処方は、医師の判断になります。必ず処方されるとは限りません。※対応可能な曜日・時間以外は、新型コロナ・発熱患者相談窓口（０７４２－２７－１１３２）に相談をお願いします。

238 医療法人奏希会　しばたこどもクリニック 葛城市八川１１４番地３ 0745-43-5222 月・水・金　9:00-11:00 16:00-17:30火・木・土  9:00-11:00※小児のかかりつけの患者のみ対応可能※車で来院、待機できる方のみ対応 〇 〇239 山本医院 葛城市八川153-1 0745-48-1231 月・火・木・金　9:00-12:00 16:00-19:00水・土  9:00-12:00 ○ ○ △240 医療法人　鵜山医院 葛城市新庄16番地 0745-69-2070 月・火・水・金　9:00-11:45 18:00-19:15木・土 　　　　  9:00-11:45※電話で予約が必要。車で来院、車内で診察できる方のみ対応 ○ ○ △241 医療法人小泉医院 葛城市新庄119 0745-69-2501 月・火・水・金　10：30-12：00　16：00-17：30土  10：30-12：00 ○ ○ ○ ○242 医療法人友愛会かつらぎクリニック 葛城市北花内616-1 0745-69-0801 月・火・水・木・金　9:00-12:00  16:00-19:00土  9:00-12:00         ○ 〇 〇 〇243 吉本整形外科・外科病院 葛城市疋田676番地1 0745-69-5353 電話対応 ： 9：00-20：00※発熱外来は、火曜日 14：00-1600 のみです。※受診前日までに予約された方のみ対応（当日予約不可）※かかりつけの患者のみ対応可能※車で来院、待機できる方のみ対応 ○
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屋内 屋外 在宅 施設 ②抗原定性検査キットの無料配布の有無
①発熱外来認定医療機関（診療・検査医療機関）一覧

及び②重症化リスクの低いと考えられる有症状者への抗原定性検査キットの配布医療機関一覧

医療機関名 医療機関所在地 電話番号※１ 電話対応可能な曜日・時間※すべての医療機関は、来院前に事前連絡が必ず必要です。 ①診療・検査診察方式　　　※２経口抗ウイルス薬の取り扱いの有無
※すべての医療機関は、来院前に事前連絡が必ず必要です。直接の訪問は、お控えください。電話対応可能な曜日・時間にご連絡ください。なお、その際は、必ず最初にお名前をお伝えください。ただし、抗原定性検査キットの配布について事前連絡が不要な医療機関がありますので、条件のご確認をお願いします。※抗原定性検査キットの無料配布数には限りがあります。また、配布条件は、医療機関により異なります。※経口抗ウイルス薬の処方は、医師の判断になります。必ず処方されるとは限りません。※対応可能な曜日・時間以外は、新型コロナ・発熱患者相談窓口（０７４２－２７－１１３２）に相談をお願いします。

244 よしだクリニック 葛城市西室191－2 0745-69-8071 月・火・水・金　　9:00-11:30   15:30-17:30土　　9:00-11:30※事前に電話予約が必要。極力車で来院、車内待機。※中学生以上の方のみ ○ ○245 医療法人拓誠会辻村病院 宇陀市菟田野松井7番地の1 0745-84-2133 月～金　11：30～12：30（土・日・祝日はなし）※受診を希望される際には、まず、お電話にて連絡を必ずお願いいたします。 ○ 〇 〇246 医療法人豊生会加藤クリニック 宇陀市榛原長峯200-2 0745-82-8880 月・火・木・金　9:00-12:00 17:00-20:00水・土　9:00-12:00※祝日は対応していません。 ○ ○ ○ ○247 宇陀市立病院 宇陀市榛原萩原815番地 0745-82-0381 月・火・水・木・金　8：30－11：00（内科・小児科）月・火・水・金　　 13：00－14：00（小児科のみ）※祝日及び年末年始を除く※受診される前に必ず電話にてご連絡ください。 ○ 〇 〇248 たかしま耳鼻咽喉科 宇陀市榛原萩原2843-26 0745-82-8711 月・火・水・金　　9:00-12:00 16:00-19:00土　　　　　　　　　9:00-12:00※発熱外来は、月、火、水、金　19:00-19:30です。事前に上記時間にご連絡をお願いします。 ○249 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 月・火・水・金　9:00-12:00 16:30-19:30土　9:00-12:00※祝日は対応していません。※受診される前に必ず電話にてご連絡ください。※来院は可能な限り自家用車でお願いします。 ○ ○ ○
42



屋内 屋外 在宅 施設 ②抗原定性検査キットの無料配布の有無
①発熱外来認定医療機関（診療・検査医療機関）一覧

及び②重症化リスクの低いと考えられる有症状者への抗原定性検査キットの配布医療機関一覧

医療機関名 医療機関所在地 電話番号※１ 電話対応可能な曜日・時間※すべての医療機関は、来院前に事前連絡が必ず必要です。 ①診療・検査診察方式　　　※２経口抗ウイルス薬の取り扱いの有無
※すべての医療機関は、来院前に事前連絡が必ず必要です。直接の訪問は、お控えください。電話対応可能な曜日・時間にご連絡ください。なお、その際は、必ず最初にお名前をお伝えください。ただし、抗原定性検査キットの配布について事前連絡が不要な医療機関がありますので、条件のご確認をお願いします。※抗原定性検査キットの無料配布数には限りがあります。また、配布条件は、医療機関により異なります。※経口抗ウイルス薬の処方は、医師の判断になります。必ず処方されるとは限りません。※対応可能な曜日・時間以外は、新型コロナ・発熱患者相談窓口（０７４２－２７－１１３２）に相談をお願いします。

250 医療法人　吉生会　吉井整形外科医院 宇陀市榛原福地374-1 0745-82-2888 月・火・水・金9：30〜12：30　16：30〜19：30木・土　9：30〜12：30　　※予約が必要　※通院中の方　デイケア利用の方、対応 ○ ○251 医療法人山本診療所 宇陀市榛原ひのき坂2丁目1-9 0745-82-6707 月・水・金　9:00-11：45　15：30-17：45 火・土  9:00-11：45 ○ ○252 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 月～土　9:00-12:00　（夜診では対応しておりません）※受診を希望される場合は必ず電話連絡下さい。※来院は可能な限り自家用車でお願いします。 ○ ○253 熊田内科クリニック 宇陀市榛原天満台東1-10-13 0745-85-3550 火・木　9：00-12：00　17：00-19：30月・金　9：00-13：00　　土　9：00-12：00 ○ 〇254 福井療院 宇陀市室生大野2253 0745-92-2006 月・水・金　8:30-12:50 17:00-18:50火・土  8:30-12:50　（第2，4火曜は17：00ー18：50） ○ 〇 〇 〇255 医療法人正和会　野村医院 山添村大西502-1 0743-85-0439 火・金　9:00-12:00 　16:30-18:30水・土　9:00-12:00※予約が必ず必要。できるだけ前日までに電話で連絡してください。当日は、車で来院し、駐車場で待機できる方のみ対応します。 ○ ○ ○
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屋内 屋外 在宅 施設 ②抗原定性検査キットの無料配布の有無
①発熱外来認定医療機関（診療・検査医療機関）一覧

及び②重症化リスクの低いと考えられる有症状者への抗原定性検査キットの配布医療機関一覧

医療機関名 医療機関所在地 電話番号※１ 電話対応可能な曜日・時間※すべての医療機関は、来院前に事前連絡が必ず必要です。 ①診療・検査診察方式　　　※２経口抗ウイルス薬の取り扱いの有無
※すべての医療機関は、来院前に事前連絡が必ず必要です。直接の訪問は、お控えください。電話対応可能な曜日・時間にご連絡ください。なお、その際は、必ず最初にお名前をお伝えください。ただし、抗原定性検査キットの配布について事前連絡が不要な医療機関がありますので、条件のご確認をお願いします。※抗原定性検査キットの無料配布数には限りがあります。また、配布条件は、医療機関により異なります。※経口抗ウイルス薬の処方は、医師の判断になります。必ず処方されるとは限りません。※対応可能な曜日・時間以外は、新型コロナ・発熱患者相談窓口（０７４２－２７－１１３２）に相談をお願いします。

256 医療法人　康成会菊美台クリニック 平群町菊美台1-10-13 0745-46-2221 火・水・金　9：00～11：00かかりつけ患者対応上記時間にお電話で予約をしてからの診察になります ○ 〇257 芝田内科クリニック 平群町椿井734-1 0745-46-3236 月・火・木・金　9:00-11:30、16:10-17:00水・土           9:00-11:30※受診前に電話で連絡して下さい。※原則自院かかりつけの患者さんのみ対応させて頂きます。※院内で待機できないため、車でご来院下さい。 ○ 〇 〇258 医療法人　小原クリニック 三郷町立野南1-23-1 0745-32-7766 月・火・水・金・土　9:00-12:00 ○ ○ ○ ○259 やわらぎクリニック 三郷町立野南2-8-12 0745-31-6611 月・火・水・木・金・土　9:00-12:00月・火・金  15:00-18:00   木曜日のみ15:00-19:00　　　　　　　　※来院は可能な限り自家用車でお願いします。 ○ 〇 〇 〇 〇260 城山台クリニック 三郷町城山台1-4-4 0745-32-6668 月・火・金　9：30-12：00　18：00-20：00木・土  　　 9:30-11：30 〇 〇261 西和往診クリニック 斑鳩町小吉田2-7-15 080-1216-0003 月・火・水・木・金・土　10:00-17:00 ○ 〇 〇 〇
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屋内 屋外 在宅 施設 ②抗原定性検査キットの無料配布の有無
①発熱外来認定医療機関（診療・検査医療機関）一覧

及び②重症化リスクの低いと考えられる有症状者への抗原定性検査キットの配布医療機関一覧

医療機関名 医療機関所在地 電話番号※１ 電話対応可能な曜日・時間※すべての医療機関は、来院前に事前連絡が必ず必要です。 ①診療・検査診察方式　　　※２経口抗ウイルス薬の取り扱いの有無
※すべての医療機関は、来院前に事前連絡が必ず必要です。直接の訪問は、お控えください。電話対応可能な曜日・時間にご連絡ください。なお、その際は、必ず最初にお名前をお伝えください。ただし、抗原定性検査キットの配布について事前連絡が不要な医療機関がありますので、条件のご確認をお願いします。※抗原定性検査キットの無料配布数には限りがあります。また、配布条件は、医療機関により異なります。※経口抗ウイルス薬の処方は、医師の判断になります。必ず処方されるとは限りません。※対応可能な曜日・時間以外は、新型コロナ・発熱患者相談窓口（０７４２－２７－１１３２）に相談をお願いします。

262 奈良県西和医療センター 三郷町三室1丁目14-16 0745-32-0505 新型コロナ発熱患者受診相談窓口・保健所からの紹介FAXを受け、受診予約調整※患者さんから直接ご予約は出来ません※外来の受け入れ状況により受診予約ができない   場合があります。月・火・水・木・金　9：00－12：00 ○ ○ ○263 石崎整形外科・内科 斑鳩町興留5-10-28 0745-75-5258 月・火・水・金　9:00-11：00　土　9：00-10：30(祝日除く）(高齢者等家族の付き添いが必要） ○ 〇264 斑鳩の里内科醫院 斑鳩町興留6丁目2番8号 0745-74-2630 月・金　8:30-12:00　火・木・土  8:30-12:00 16:00-19:00　※かならずHPの「発熱外来」のページを確認してください。 ○ ○265 おおさか耳鼻咽喉科 斑鳩町興留7-2-12 0745-75-7890 月・火・水・金・土　9:00-18:00 〇266 坂本医院 斑鳩町龍田2丁目3番12号 0745-75-2023 月・火・水・金　9:00 - 11:00　　18:00 - 19:00土　　　　　　　  9:00 - 11:00 ○ ○ ○267 前田クリニック 斑鳩町龍田西8-6-10 0745-75-5711 月・水・金　9:00-12：00 17：00-19：30木・日  9：00-12：00 ○ 〇 〇 〇
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屋内 屋外 在宅 施設 ②抗原定性検査キットの無料配布の有無
①発熱外来認定医療機関（診療・検査医療機関）一覧

及び②重症化リスクの低いと考えられる有症状者への抗原定性検査キットの配布医療機関一覧

医療機関名 医療機関所在地 電話番号※１ 電話対応可能な曜日・時間※すべての医療機関は、来院前に事前連絡が必ず必要です。 ①診療・検査診察方式　　　※２経口抗ウイルス薬の取り扱いの有無
※すべての医療機関は、来院前に事前連絡が必ず必要です。直接の訪問は、お控えください。電話対応可能な曜日・時間にご連絡ください。なお、その際は、必ず最初にお名前をお伝えください。ただし、抗原定性検査キットの配布について事前連絡が不要な医療機関がありますので、条件のご確認をお願いします。※抗原定性検査キットの無料配布数には限りがあります。また、配布条件は、医療機関により異なります。※経口抗ウイルス薬の処方は、医師の判断になります。必ず処方されるとは限りません。※対応可能な曜日・時間以外は、新型コロナ・発熱患者相談窓口（０７４２－２７－１１３２）に相談をお願いします。

268 川本医院 斑鳩町阿波2-5-1 0745-75-3471 月・火・水・金　9:00-11:30　 17：30-19:00土  9:00-11:30　　　　　※受診前に必ず電話にてご連絡ください。※来院は可能なかぎり車でお願いします。 ○ 〇 〇269 医療法人　植嶋医院 斑鳩町法隆寺1‐7‐16 0745‐75‐2200 火9：30～12：30 15：00～18：30　水、木、金9：00～12：00 15：00～18：30（令和4年3月は金曜午前中休診）　土9：00～12：00/13：30～15：30　※車で来院出来る方のみ対応 〇270 山内醫院 安堵町東安堵965-21 0743-59-5518 月・火・水・金・土　9：00-12：30 ○ ○ ○ ○271 医療法人　池田医院 川西町唐院398－1 0745－44－1818 月・火・木・金・土　9:00-11:30火　  17：00-18：30 ○ ○ ○(往診施設の特別養護老人ホームしきの郷に限る)272 医療法人　小嶌内科小児科 田原本町三笠17-8 0744-33-0933 月・水・木・金・土　　9:00-11:00  17:00-19:00 ※祝祭日は対応不可 ○ 〇273 はたけやま耳鼻咽喉科アレルギー科 田原本町保津291-1 0744-34-3387 月・火・水・金　9:00-12：00 16:00-19：00木・土  9:00-12：00　※車で来院待機できる方のみ対応 ○
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屋内 屋外 在宅 施設 ②抗原定性検査キットの無料配布の有無
①発熱外来認定医療機関（診療・検査医療機関）一覧

及び②重症化リスクの低いと考えられる有症状者への抗原定性検査キットの配布医療機関一覧

医療機関名 医療機関所在地 電話番号※１ 電話対応可能な曜日・時間※すべての医療機関は、来院前に事前連絡が必ず必要です。 ①診療・検査診察方式　　　※２経口抗ウイルス薬の取り扱いの有無
※すべての医療機関は、来院前に事前連絡が必ず必要です。直接の訪問は、お控えください。電話対応可能な曜日・時間にご連絡ください。なお、その際は、必ず最初にお名前をお伝えください。ただし、抗原定性検査キットの配布について事前連絡が不要な医療機関がありますので、条件のご確認をお願いします。※抗原定性検査キットの無料配布数には限りがあります。また、配布条件は、医療機関により異なります。※経口抗ウイルス薬の処方は、医師の判断になります。必ず処方されるとは限りません。※対応可能な曜日・時間以外は、新型コロナ・発熱患者相談窓口（０７４２－２７－１１３２）に相談をお願いします。

274 医療法人社団坂根医院 田原本町矢部337-1 0744-34-3300 月・水・金　　　9:00-12:00 16:30-19:30第２・第４火 　 9:00-12:00 16:30-19:30　　　　　　　　　　　　土　　　　　　　　9:00-12:00 ○ 〇（プレハブ対応） 〇 〇275 のなみ小児科 田原本町十六面29-1 0744-47-3871 月・火・水・金　9:00-12:00 16:30-18:30土  9:00-12:30※受診前に電話連絡必要※原則としてかかりつけの小児のみ対応※できるかぎり車での来院をお願いします ○276 忠岡医院 田原本町秦庄456-8 0744-32-2629 月、火、水、金　9:00-12:00. 17:00-19:00土  9:00-12;00※かかりつけの患者や相談のあった患者のみ対応可能※車で来院、待機できる方のみ対応 ○ 〇277 奈良県総合リハビリテーションセンター 田原本町大字多７２２ 0744-32-0200 月・火・水・木・金　8:30-17：15※自院入院中患者・職員のみ対応可能 ○ ○ ○278 国保中央病院 田原本町宮古404-1 0744-32-8800 月・火・水・木・金　8:30-17:00土（第1・3・5）　8:30-12:00※受診を希望される場合は、必ず電話連絡下さい。※院内で待機できないため、来院は可能な限り自家用車でお願いします。 ○ ○279 ぬくもりクリニック田原本 田原本町宮古741-1 0744-47-2866 月・木・金　10:00-12:00 ※祝日、年末年始（12/30～1/4）を除く※基本は当院のかかりつけ患者さんのみの対応で、かつ、車で来院し屋外で待機できる人のみ ○ ○ ○
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屋内 屋外 在宅 施設 ②抗原定性検査キットの無料配布の有無
①発熱外来認定医療機関（診療・検査医療機関）一覧

及び②重症化リスクの低いと考えられる有症状者への抗原定性検査キットの配布医療機関一覧

医療機関名 医療機関所在地 電話番号※１ 電話対応可能な曜日・時間※すべての医療機関は、来院前に事前連絡が必ず必要です。 ①診療・検査診察方式　　　※２経口抗ウイルス薬の取り扱いの有無
※すべての医療機関は、来院前に事前連絡が必ず必要です。直接の訪問は、お控えください。電話対応可能な曜日・時間にご連絡ください。なお、その際は、必ず最初にお名前をお伝えください。ただし、抗原定性検査キットの配布について事前連絡が不要な医療機関がありますので、条件のご確認をお願いします。※抗原定性検査キットの無料配布数には限りがあります。また、配布条件は、医療機関により異なります。※経口抗ウイルス薬の処方は、医師の判断になります。必ず処方されるとは限りません。※対応可能な曜日・時間以外は、新型コロナ・発熱患者相談窓口（０７４２－２７－１１３２）に相談をお願いします。

280 辰巳医院 高取町上土佐39-2番地 0744-52-2023 月～金　9:00-12:00　18:30-19:30　土　9:00-12:00　担当医師不在等の場合は検査出来ない場合あります。 ○ 〇 〇 〇 〇281 へいせいたかとりクリニック 高取町兵庫202番地 0744-48-3301 月・火・水・木・金 9:00～12：30、13：30～17：00（但し診察は15：00まで） 〇 〇282 明日香村国民健康保険診療所 明日香村立部745 0744-54-3005 月・水・金　9:00-11:30 13:30-16:00火・木・土  9:00-11:30 ○ 〇 〇 〇283 よしむら耳鼻咽喉科 上牧町上牧2174-2 0745-43-8733 月・火・水・金　9:00-11:30 16:00-18:00土  9:00-11:30 ○ 〇 〇284 医療法人友紘会奈良友紘会病院 上牧町服部台5-2-1 0745-78-3588 月～金　9:30-17:00土  9:30-11:30※完全予約制につき、必ずお電話ください。なお、お車で来院し、待機できる方のみの対応となります。 ○ ○ ○285 医療法人郁慈会服部記念病院 上牧町大字上牧字薬師山4244 0745-77-1333 月～金　　9:00-15:00　　　土　　9:30-12:30 ※受診前に電話連絡をお願いします。※日曜祝日、年末年始は対応しておりません。 ○ 〇
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屋内 屋外 在宅 施設 ②抗原定性検査キットの無料配布の有無
①発熱外来認定医療機関（診療・検査医療機関）一覧

及び②重症化リスクの低いと考えられる有症状者への抗原定性検査キットの配布医療機関一覧

医療機関名 医療機関所在地 電話番号※１ 電話対応可能な曜日・時間※すべての医療機関は、来院前に事前連絡が必ず必要です。 ①診療・検査診察方式　　　※２経口抗ウイルス薬の取り扱いの有無
※すべての医療機関は、来院前に事前連絡が必ず必要です。直接の訪問は、お控えください。電話対応可能な曜日・時間にご連絡ください。なお、その際は、必ず最初にお名前をお伝えください。ただし、抗原定性検査キットの配布について事前連絡が不要な医療機関がありますので、条件のご確認をお願いします。※抗原定性検査キットの無料配布数には限りがあります。また、配布条件は、医療機関により異なります。※経口抗ウイルス薬の処方は、医師の判断になります。必ず処方されるとは限りません。※対応可能な曜日・時間以外は、新型コロナ・発熱患者相談窓口（０７４２－２７－１１３２）に相談をお願いします。

286 武内クリニック 王寺町元町2-2479-1 0745-72-1618 月・火・水・金　8：30-11：00　16：30-18：30土　8：30-12：00※祝祭日、年末年始などの休診日は、対応不可 ○ 〇 〇 〇287 あおき小児科 王寺町王寺2-4-7王寺クリニックスクエア３F 0745-33-7100 月・火・木　9:00-12:00 16:00-19:00水・金・土  9:00-12:00※かかりつけの患者のみ対応可能※車で来院、待機できる方のみ対応 ○288 うえだ耳鼻咽喉科 王寺町王寺2-6-4 0745-72-8370 月・火・水・金　9:00-11:30　 16:00-18:30土  9:00-11:30※事前に電話が必要 ○ ○289 医療法人果恵会恵王病院 王寺町王寺2-10-18 0745-72-3101 月・火・水・木・金の9:00から一斉に電話での予約。予約された方のみ午後から検査及び診察を行います。※高校生以上が対象となります。 ○ ○ ○ ○ 　　　　　　　○　　　　　　　　　　　290 医療法人　酒井診療所 王寺町王寺２－２－５ 0745-73-6000 月・火・木・金　9:00-12：00 17:00-18：30水・土  9:00-12：00※かかりつけの患者のみ対応可能 ○ 〇291 南王寺診療所 王寺町本町4丁目6番16-5号ﾚｸﾀﾋﾞﾙ 0745-72-2279 月・火・水・金　8：15-12：00　 16:30-19：00土  　　　　　　　8：15-12：00※日・祝・木を除く ○ ○
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屋内 屋外 在宅 施設 ②抗原定性検査キットの無料配布の有無
①発熱外来認定医療機関（診療・検査医療機関）一覧

及び②重症化リスクの低いと考えられる有症状者への抗原定性検査キットの配布医療機関一覧

医療機関名 医療機関所在地 電話番号※１ 電話対応可能な曜日・時間※すべての医療機関は、来院前に事前連絡が必ず必要です。 ①診療・検査診察方式　　　※２経口抗ウイルス薬の取り扱いの有無
※すべての医療機関は、来院前に事前連絡が必ず必要です。直接の訪問は、お控えください。電話対応可能な曜日・時間にご連絡ください。なお、その際は、必ず最初にお名前をお伝えください。ただし、抗原定性検査キットの配布について事前連絡が不要な医療機関がありますので、条件のご確認をお願いします。※抗原定性検査キットの無料配布数には限りがあります。また、配布条件は、医療機関により異なります。※経口抗ウイルス薬の処方は、医師の判断になります。必ず処方されるとは限りません。※対応可能な曜日・時間以外は、新型コロナ・発熱患者相談窓口（０７４２－２７－１１３２）に相談をお願いします。

292 西川内科・呼吸器・整形外科クリニック 王寺町本町4丁目46-50 0745-73-6474 月・水・金　8:30-12:30 14:00-18:30火  8:30-12:30 14:00-16:00木・土  8:30-12:30※事前予約必須※発熱外来は月・水・金の14:00-18:30と火の14:00-16:00に実施しています ○ ○293 竹田内科クリニック 王寺町久度　2-3-1-302 0745-32-1166 月・火・水・金　9:00-12:00 　17:00-19：30　　　　　　　　　　土  9:00-12：00 ○ ○294 池田医院 王寺町畠田4-17-22 0745-72-2614 月・火・水・金　9:00-12:00  16:00-19:00土  9:00-12:00受診前、事前に電話連絡必須車で来院（車での待機が可能な方） ○295 王寺胃腸内科 王寺町町舟戸1-1-10 0745-32-9396 月・火・水・金　9:00-12:00 16:30-18:00木・土・日　　　 9:00-12:00※事前に電話連絡必須※車で来院、待機できる方のみ対応 ○ ○296 山下内科医院 広陵町馬見中2丁目6-14 0745-55-8221 月・火・水・金・土　9:00-12:00 17:00-20:00※抗原定性検査のみ施行。PCR検査は行っていません。※かかりつけの患者のみ対応可能※車で来院、待機できる方のみ対応 ○ ○297 いまづ小児科 広陵町馬見中5-6-37 0745-54-6811 月・火・木・金　9：00-12：00　16：00-19：00水・土　9：00-12：00※受診前に電話連絡必要。※車で来院・待機できる方のみ。※休診日は対応していません。 ○ ○
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屋内 屋外 在宅 施設 ②抗原定性検査キットの無料配布の有無
①発熱外来認定医療機関（診療・検査医療機関）一覧

及び②重症化リスクの低いと考えられる有症状者への抗原定性検査キットの配布医療機関一覧

医療機関名 医療機関所在地 電話番号※１ 電話対応可能な曜日・時間※すべての医療機関は、来院前に事前連絡が必ず必要です。 ①診療・検査診察方式　　　※２経口抗ウイルス薬の取り扱いの有無
※すべての医療機関は、来院前に事前連絡が必ず必要です。直接の訪問は、お控えください。電話対応可能な曜日・時間にご連絡ください。なお、その際は、必ず最初にお名前をお伝えください。ただし、抗原定性検査キットの配布について事前連絡が不要な医療機関がありますので、条件のご確認をお願いします。※抗原定性検査キットの無料配布数には限りがあります。また、配布条件は、医療機関により異なります。※経口抗ウイルス薬の処方は、医師の判断になります。必ず処方されるとは限りません。※対応可能な曜日・時間以外は、新型コロナ・発熱患者相談窓口（０７４２－２７－１１３２）に相談をお願いします。

298 まみがおか内科 広陵町馬見南1-6-20 050-3187-8835 月・火・水・金・土　8:30-10:00 ○ ○299 松田内科医院 広陵町大塚52-2 0745－54－2831 月・火・木・金　9:00-11:00 17:00-19:00水・土  9:00-11:00第1・第3日曜 9:00-11:00※車で来院、待機できる方のみ対応 ○ 〇300 おおひがしクリニック 広陵町南郷676-1 0745-44-3033 月・火・木・金　8:45-11:30 16:30-19:30土  8:45-11:30 ○ ○ ○301 いけなか内科クリニック 広陵町安倍236-1-3 0745-54-1113 月・火・水・金　受付時間　8:45-11:45、15:45-18:45土　　　　　　　　受付時間　8:45-11:45※かかりつけ患者さん対応※車で来院、待機できる方対応※上記受付時間内に電話をしていただき来院時間をお知らせします ○ ○302 石井医院 広陵町萱野677番地1 0745-56-2030 月から金　12:00-17:00土  9:00-12:00※かかりつけの患者のみ対応可能※車で来院、待機できる方のみ対応 〇 〇303 岡本クリニック 広陵町三吉542-2 0745-54-0001 月・木・金　9：00-11：30　17：00-19：00火・土・日　9：00-11：30※かかりつけ患者のみしか対応できません ※指定した時間に車で来院し電話と屋外での診察になります ○ 〇
51



屋内 屋外 在宅 施設 ②抗原定性検査キットの無料配布の有無
①発熱外来認定医療機関（診療・検査医療機関）一覧

及び②重症化リスクの低いと考えられる有症状者への抗原定性検査キットの配布医療機関一覧

医療機関名 医療機関所在地 電話番号※１ 電話対応可能な曜日・時間※すべての医療機関は、来院前に事前連絡が必ず必要です。 ①診療・検査診察方式　　　※２経口抗ウイルス薬の取り扱いの有無
※すべての医療機関は、来院前に事前連絡が必ず必要です。直接の訪問は、お控えください。電話対応可能な曜日・時間にご連絡ください。なお、その際は、必ず最初にお名前をお伝えください。ただし、抗原定性検査キットの配布について事前連絡が不要な医療機関がありますので、条件のご確認をお願いします。※抗原定性検査キットの無料配布数には限りがあります。また、配布条件は、医療機関により異なります。※経口抗ウイルス薬の処方は、医師の判断になります。必ず処方されるとは限りません。※対応可能な曜日・時間以外は、新型コロナ・発熱患者相談窓口（０７４２－２７－１１３２）に相談をお願いします。

304 むらかみ小児科 河合町広瀬台3-3-6 0745-73-3115 月・水・木・金　9：00-12：00 　15：30-18：00火　　　　　　　  9：00-12：00※自院かかりつけの小児のみ対応※事前の電話予約※車で待機できる方 〇305 医療法人坂上医院 河合町広瀬台3丁目8−10 0745-73-8300 月・火・水・金　9:00-11:00 17:00-18:00土  9:00-11:00  ※直接来院はせず予め電話連絡をしてください。来院は出来れば自家用車で来院下さい。 ○ ○ ○306 はえの医院 河合町星和台2-1-13 0745-34-0067 月・火・水・金　9:00-12:00　17:00-19:30土  9:00-12：00     ※当院かかりつけ及び近隣の患者さんで車で来院し、待機可能な方のみ対応 ○ ○ ○307 医療法人　康成会星和台クリニック 河合町星和台2-1-20 0745-31-2071 月・火・水・金　8:30-12:00 17:00-20:00火・木・土  8:30-12:00※かかりつけ患者および近隣住民のみ対応※事前に電話予約が必要(予約時に来院時間をお伝えします) ○ 〇308 社会医療法人健生会河合診療所 河合町穴闇81-1 0745-57-0212 月から土　8：30-11：30月・木　   17：00-19：30 ○ ○ ○309 ニッセイ聖隷クリニック 河合町高塚台1-8-1 0745-33-2211 月～金　9:00-11:00　　13:30-15:00土  　　　9:00-11:00※自院のかかりつけ患者のみ対応 ○ ○
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屋内 屋外 在宅 施設 ②抗原定性検査キットの無料配布の有無
①発熱外来認定医療機関（診療・検査医療機関）一覧

及び②重症化リスクの低いと考えられる有症状者への抗原定性検査キットの配布医療機関一覧

医療機関名 医療機関所在地 電話番号※１ 電話対応可能な曜日・時間※すべての医療機関は、来院前に事前連絡が必ず必要です。 ①診療・検査診察方式　　　※２経口抗ウイルス薬の取り扱いの有無
※すべての医療機関は、来院前に事前連絡が必ず必要です。直接の訪問は、お控えください。電話対応可能な曜日・時間にご連絡ください。なお、その際は、必ず最初にお名前をお伝えください。ただし、抗原定性検査キットの配布について事前連絡が不要な医療機関がありますので、条件のご確認をお願いします。※抗原定性検査キットの無料配布数には限りがあります。また、配布条件は、医療機関により異なります。※経口抗ウイルス薬の処方は、医師の判断になります。必ず処方されるとは限りません。※対応可能な曜日・時間以外は、新型コロナ・発熱患者相談窓口（０７４２－２７－１１３２）に相談をお願いします。

310 南和広域医療企業団吉野病院 吉野町大字丹治130番地の1 0746-32-4321 月・火・水・木・金　8:30-17:00（祝日・国民の休日・年末年始を除く） ○ ○ ○311 潮田クリニック 吉野町上市2135 0746-32-3381 月・火・水・木・金　9：00～11：00※かかりつけの患者のみ対応可能※車で来院、待機できる方のみ対応 ○ 〇 　　　　　　　○※かかりつけ患者で、発熱外来受診時に「陰性」の方のみ312 医療法人弘仁会南和病院 大淀町福神1-181 0747-54-5800 電話対応は9：00-16：00診察は要予約以下の曜日・時間で対応。月・火・木・金　14:00-16:00※原則自家用車でお越しください。 ○ 〇 〇313 医療法人桜翔会　中辻医院 大淀町桧垣本104-2 0747-52-8586 月・火・水・金・土　9:00-12:00 月・火・水・金　　　17:00-19:00※祝日は対応しておりません。 ○ ○ ○314 医療法人田仲医院 大淀町下渕54-3 0747-52-0323 月・火・水・金・土　11:30～12:30※来院前に必ず電話で相談して下さい※かかりつけの患者のみ対応可能※車で来院、待機できる方のみ対応 ○ 〇315 ますだクリニック北野 大淀町北野123‐10 0746-32-8787 月・火・木・金・　8:20-12:00 16:20-18:45土                  8:20-12:00※かかりつけの患者のみ対応可能※車で来院、待機できる方のみ対応 ○ ○ ○
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屋内 屋外 在宅 施設 ②抗原定性検査キットの無料配布の有無
①発熱外来認定医療機関（診療・検査医療機関）一覧

及び②重症化リスクの低いと考えられる有症状者への抗原定性検査キットの配布医療機関一覧

医療機関名 医療機関所在地 電話番号※１ 電話対応可能な曜日・時間※すべての医療機関は、来院前に事前連絡が必ず必要です。 ①診療・検査診察方式　　　※２経口抗ウイルス薬の取り扱いの有無
※すべての医療機関は、来院前に事前連絡が必ず必要です。直接の訪問は、お控えください。電話対応可能な曜日・時間にご連絡ください。なお、その際は、必ず最初にお名前をお伝えください。ただし、抗原定性検査キットの配布について事前連絡が不要な医療機関がありますので、条件のご確認をお願いします。※抗原定性検査キットの無料配布数には限りがあります。また、配布条件は、医療機関により異なります。※経口抗ウイルス薬の処方は、医師の判断になります。必ず処方されるとは限りません。※対応可能な曜日・時間以外は、新型コロナ・発熱患者相談窓口（０７４２－２７－１１３２）に相談をお願いします。

316 南和広域医療企業団南奈良総合医療センター 大淀町大字福神8番1 0747-54-5000 月・火・水・木・金　（平日）　9：00-15：00　　　　　　　　　　　　　　　　　・新型コロナ発熱患者受診相談窓口・保健所からの紹介ＦＡＸにより受診予約調整 ○ ○317 医療法人みぞかみ内科 大淀町土田321-1 0747-64-8728 月・火・水・金　9:00-11:30　 16:30-18:30木・土　  9:00-11:30※かかりつけの患者のみ対応可能　　※車で来院、待機できる方のみ対応※事前の電話連絡が必要 ○ 〇318 野迫川村国民健康保険診療所 野迫川村大字中３５５－１ 0747-37-2202 月～金　8:30-17:00(祝祭日除く）※原則住民等のかかりつけの患者のみ対応可能※車で来院、待機できる方のみ対応 　 ○ 　 　 ○※事前連絡必要319 十津川村国民健康保険上野地診療所 十津川村大字上野地264 0746-68-0207 月・金　8:30-11:00　13:30-15:15水　　　13:30-15:15※車で来院、待機できる方のみ対応 ○ ○320 十津川村国民健康保険小原診療所 十津川村大字小原225-1 0746-63-0040 月～金　8:30-11:00　13:30-15:30※車で来院、待機できる方のみ対応 ○ ○321 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番地 07468-6-0130 月・水・木・金　8:30-17:15※基本的にかかりつけの患者のみ対応※車での来院をお願いします※事前に電話連絡をお願いします 〇 〇 △
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屋内 屋外 在宅 施設 ②抗原定性検査キットの無料配布の有無
①発熱外来認定医療機関（診療・検査医療機関）一覧

及び②重症化リスクの低いと考えられる有症状者への抗原定性検査キットの配布医療機関一覧

医療機関名 医療機関所在地 電話番号※１ 電話対応可能な曜日・時間※すべての医療機関は、来院前に事前連絡が必ず必要です。 ①診療・検査診察方式　　　※２経口抗ウイルス薬の取り扱いの有無
※すべての医療機関は、来院前に事前連絡が必ず必要です。直接の訪問は、お控えください。電話対応可能な曜日・時間にご連絡ください。なお、その際は、必ず最初にお名前をお伝えください。ただし、抗原定性検査キットの配布について事前連絡が不要な医療機関がありますので、条件のご確認をお願いします。※抗原定性検査キットの無料配布数には限りがあります。また、配布条件は、医療機関により異なります。※経口抗ウイルス薬の処方は、医師の判断になります。必ず処方されるとは限りません。※対応可能な曜日・時間以外は、新型コロナ・発熱患者相談窓口（０７４２－２７－１１３２）に相談をお願いします。

322 川上村国民健康保険川上診療所 川上村大字迫1334番地の23 0746-52-0344 月・火・水・木・金　9:00-11:30※来院前に必ず電話で予約が必要（予約時に来院時間をお伝えします）※原則、車で来院・待機できる方※村内及びかかりつけの患者のみ対応可能 ○ 〇 〇323 米田医院 東吉野村小川704 0746-42-0025 月・火・水・金　9:00-17:00土　　　　　　　　9:00-13:00 ○ 　　　　　　　○※事前連絡不要※１　医療機関の受診を希望する場合は、必ず電話対応可能な曜日・時間にご連絡ください。それ以外の時間帯については、新型コロナ・発熱患者相談窓口にご連絡ください。新型コロナ・発熱患者相談窓口ホームページ（http://www.pref.nara.jp/55410.htm#003）※２　各診察方式の定義は以下のとおりでです。屋内・・・・・・・・・医療施設の屋内で発熱患者等の診察を行っている。屋外・・・・・・・・・医療施設の屋外で発熱患者等の診察を行っている。在宅・・・・・・・・・患者宅を訪問し、発熱患者等の診察を行っている。施設・・・・・・・・・介護福祉施設や社会福祉施設等の施設を訪問し、発熱患者等の診察を行っている。・各方式による診療が可能かどうかについては、必ず事前に電話により相談するようにしてください。※３　発熱外来認定医療機関（診療・検査医療機関）のうち、県ホームページで公表することを希望した医療機関のみ掲載しています。
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