
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 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11月30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 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 ○
8 医療法人　中岡内科クリニック 奈良市西大寺東町2丁目1番63号　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 ○ ○9 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。 〇10 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 〇11 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。 ○2



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 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 〇13 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　　　　9:00～12:00　 17:00～19:30土・日（第1・3・5）   9:00～12:00 ○ ○14 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 ○ ○15 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 〇16 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 〇17 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（受付終了）第1・3・5土  9:00-11：30（受付終了）※屋外仮設陰圧式テントで診察 ○
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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 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
19 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 ○ ○ ○ ○
20 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
21 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 ○
22 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
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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）

23 西の京病院 奈良市六条町102-1 0742-35-1121 月・火・水・木・金　9:00-16:00土  9:00-12:00※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 〇 〇
24 しらやま医院 奈良市尼辻中町10－27 0742-35-1788 月・火・水・金　9:00-12：00 　16:30-19：30土  9:00-12：00※トリアージを行うため、上記時間に電話していただき、時間外で予約し、診察します。 〇 〇 〇
25 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 ○ ○ ○
26 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。 ○ ○27 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　9:00－12:00 ○
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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）

28 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 ○29 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。 ○ ○30 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） 〇31 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 ○32 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。 ○ ○ ○ ○33 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
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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）

34 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 〇35 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
36 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 ○ ○ ○ ○
37 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 ○
38 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）

39 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 ○
40 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 〇
41 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。 ○ ○ ○ ○42 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） ○ ○ ○43 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 ○44 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。 〇8



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）

45 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　9:00-12：00　16:00-20:00土  9:00-13：00 〇 〇46 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 〇47 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 ○48 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。 〇49 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2階 0744-22-0777 月・火・木・金　9:00-12:10 16:30-19：30水・土  9:00-12:10 ○ ○50 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。 ○ ○
9



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）

51 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 〇 〇 〇52 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 ○ ○53 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 〇54 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 〇55 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 〇56 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 ○ ○ ○ ○
10



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）

57 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 ○58 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 ○ ○59 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 ○ ○60 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 ○61 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 〇62 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
11



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）

63 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 〇64 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） ○65 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 ○ ○ ○
66 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。 ○
67 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 ○ ○
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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）

68 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 ○ ○
69 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。 〇70 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 ○ ○71 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。 ○
72 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）

73 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。 ○ ○
74 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
75 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 ○ ○ ○76 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 ○ △77 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 ○ △78 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 ○ ○ ○14



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）

79 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 〇80 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。 ○ ○ ○81 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。 ○82 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
83 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。 ○ ○
84 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
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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）

85 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 〇86 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 〇87 山内醫院 安堵町東安堵965-21 0743-59-5518 月・火・水・金・土　9：00-12：30 ○ ○ ○88 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 〇89 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 〇90 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
16



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）

91 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・土　9:00-17:00 ○ ○ ○92 南王寺診療所 王寺町本町４丁目６番１６－５号レクタビル 0745-72-2279 月・火・水・金　8：30-12：00 16:30-19:00土  8：30-12：00　    祝日・年末年始　不可 ○
93 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 ○ ○
94 まみがおか内科 広陵町馬見南1-6-20 0745-54-0715 月・火・水・金・土　8:30-10:00 ○95 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 〇96 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※自院かかりつけの患者さんのみ対応 〇

17



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）

97 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。 ○ ○
98 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
99 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。 ○ ○100 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 ○

※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。18


