
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・木・金 9:00-16:00※祝日は対応していません。 ○
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 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　9:00-17:00水　　　　　 17:00-21:30土　　　　 　9:00-12:00 17:00-19:00※金曜、日曜は対応していません。 ○ ○ ○ ○5 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 ○ ○ ○

令和３年10月４日現在
診察方式　　　※２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

※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。※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。※海外渡航者の方で検査証明を必要とされる方の検査には対応していません。検査証明を行う医療機関の情報は、TeCOT（海外渡航者新型コロナウイルス検査センター（https://www.tecot.go.jp/）でご確認ください。発熱外来認定医療機関（診療・検査医療機関）一覧（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）
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屋内 屋外 在宅 施設診察方式　　　※２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
※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。※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。※海外渡航者の方で検査証明を必要とされる方の検査には対応していません。検査証明を行う医療機関の情報は、TeCOT（海外渡航者新型コロナウイルス検査センター（https://www.tecot.go.jp/）でご確認ください。発熱外来認定医療機関（診療・検査医療機関）一覧（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）

6 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 ○ ○ ○7 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。 〇8 おおさかクリニック 大和郡山市小泉町東3丁目6-1 0743-59-4411 月・火・水・金　11：00～13：00　15：00～16：00土　9：00～10：30 ○9 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。 ○ ○ ○ ○
10 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 ○
11 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。 ○ ○
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屋内 屋外 在宅 施設診察方式　　　※２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
※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。※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。※海外渡航者の方で検査証明を必要とされる方の検査には対応していません。検査証明を行う医療機関の情報は、TeCOT（海外渡航者新型コロナウイルス検査センター（https://www.tecot.go.jp/）でご確認ください。発熱外来認定医療機関（診療・検査医療機関）一覧（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）

12 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 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。 ○ ○13 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 ○ ○14 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 ○ ○15 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 ○16 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 〇17 なかや小児科 生駒市谷田町870ｰ2　中谷ビル 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
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屋内 屋外 在宅 施設診察方式　　　※２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
※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。※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。※海外渡航者の方で検査証明を必要とされる方の検査には対応していません。検査証明を行う医療機関の情報は、TeCOT（海外渡航者新型コロナウイルス検査センター（https://www.tecot.go.jp/）でご確認ください。発熱外来認定医療機関（診療・検査医療機関）一覧（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）

18 医療法人風天会森医院 橿原市五条野町2294番地 0744-28-8800 月・火・水・金　8:30-18:00木　8:30-16:00土　8:30-12:00 16:00-18:00※祝日は対応していません。 ○ ○ ○ ○19 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） ○ ○ ○20 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 ○21 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。 〇22 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 〇23 いいおか医院 桜井市芝３６６ 0744-42-6144 月・火・水・金・土　  8:30-12:00月・火・水・金・土　16:30-18:00※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 施設診察方式　　　※２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
※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。※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。※海外渡航者の方で検査証明を必要とされる方の検査には対応していません。検査証明を行う医療機関の情報は、TeCOT（海外渡航者新型コロナウイルス検査センター（https://www.tecot.go.jp/）でご確認ください。発熱外来認定医療機関（診療・検査医療機関）一覧（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）

24 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・土　  8:30-12:00月・火・水・金　　　16:30-18:00木　　　　　　　　　    8:30-11:00※祝日は対応していません。 〇 〇 〇 〇25 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 ○ ○ ○ ○26 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。 〇27 医療法人　堀内医院 葛城市忍海338-4 0745-62-2958 月・水・金　9:00-10:30 16:30-18:00火・木・土  9:00-10:30 ○ ○ ○28 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。 ○ ○ ○29 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。 ○
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屋内 屋外 在宅 施設診察方式　　　※２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
※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。※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。※海外渡航者の方で検査証明を必要とされる方の検査には対応していません。検査証明を行う医療機関の情報は、TeCOT（海外渡航者新型コロナウイルス検査センター（https://www.tecot.go.jp/）でご確認ください。発熱外来認定医療機関（診療・検査医療機関）一覧（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）

30 医療法人正和会野村医院 山辺郡山添村大西502-1 0743-85-0439 火・金　8:30～16：00水・土　8:30～12:30 ○ ○31 山内醫院 生駒郡安堵町東安堵965-21 0743-59-5518 月・火・水・金・土　9：00-12：30 ○ ○ ○32 まみがおか内科 北葛城郡広陵町馬見南1-6-20 0745-54-0715 月・火・水・金・土　8:30-10:00 ○33 西和往診クリニック 生駒郡斑鳩町小吉田2-7-15 080-1216-0003 月・火・水・木・金・土　10:00-17:00 〇 〇 〇34 おおさか耳鼻咽喉科 生駒郡斑鳩町興留7-2-12 0745-75-7890 月・火・水・金・土　9:00-18:00 〇35 医療法人　小嶌内科小児科 奈良県磯城郡田原本町三笠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
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屋内 屋外 在宅 施設診察方式　　　※２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
※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。※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。※海外渡航者の方で検査証明を必要とされる方の検査には対応していません。検査証明を行う医療機関の情報は、TeCOT（海外渡航者新型コロナウイルス検査センター（https://www.tecot.go.jp/）でご確認ください。発熱外来認定医療機関（診療・検査医療機関）一覧（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）

36 医療法人果恵会恵王病院 北葛城郡王寺町王寺2-10-18 0745-72-3101 月・火・水・木・金・土　9:00-17:00 ○ ○ ○37 医療法人桜翔会　中辻医院 奈良県吉野郡大淀町桧垣本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。 ○ ○38 米田医院 吉野郡東吉野村小川704 0746-42-0025 月・火・水・金　9:00-17:00土　　　　　　　　9:00-13:00 ○
※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。
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