
NO. 医療機関名 所在地 電話 禁煙支援担当診療科 予約の要否

1 いけだクリニック 奈良市中町4842-1 0742-93-4381 内科 不要
2 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１F 0742-52-2601 内科 不要
3 一般財団法人 沢井病院 奈良市船橋町８ 0742-23-3086 内科 必要
4 医療法人　帝塚山クリニック 奈良市帝塚山1-１-33 ツインコート帝塚山101号 0742-41-8833 内科 不要
5 医療法人 西脇クリニック 奈良市東紀寺町2-7-13 0742-27-3033 内科 不要
6 医療法人 森川内科医院 奈良市登美ヶ丘1-2-16 0742-45-4877 内科・呼吸器科・糖尿病内科 不要
7 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 内科・消化器科 不要
8 医療法人岡谷会 さくら診療所 奈良市南京終町1-183-25 0742-50-1600 禁煙外来 必要
9 医療法人 敬仁会辻野医院 奈良市学園朝日町2-15 0742-44-2435 内科・心療内科 必要

10 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 整形外科 必要
11 医療法人 新生会総合病院 高の原中央病院 奈良市右京1-3-3 0742-71-1030 禁煙外来 必要
12 医療法人 仁礼会 こばやし耳鼻咽喉科 奈良市学園北１-9-1パラディⅡ５Ｆ 0742-40-1133 耳鼻咽喉科
13 医療法人明盛会 大橋耳鼻咽喉科 奈良市三条本町1-85 0742-35-6860 耳鼻咽喉科 必要
14 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 内科 不要
15 えいご皮フ科 奈良市三条本町1-2ＪＲ奈良駅ＮＫビル３階 0742-20-8500 皮フ科 不要
16 喜多野診療所 奈良市中筋町１５ 0742-22-6041 内科・皮膚科・外科 不要
17 楠原クリニック 奈良市小川町4 0742-26-0026 内科 不要
18 後藤医院 奈良市右京３-19-1 0742-71-1180 内科 必要
19 齋藤医院 奈良市中登美ヶ丘2-1984-58 0742-44-3656 内科 不要
20 佐野内科医院 奈良市小西町10 0742-22-3277 内科 不要
21 清水内科医院 奈良市朱雀4-1-26 0742-71-3599 内科 不要
22 しらい内科医院 奈良市青山４－２－３ 0742-27-4858 内科・循環器内科・アレルギー科 必要
23 しらやま医院 奈良市尼辻中町10-27 0742-35-1788 内科 不要
24 市立奈良病院 奈良市東紀寺町1-50-1 0742-24-1251 総合診療科 必要
25 すくすくこどもクリニック 奈良市菅原町648-1 0742-40-3939 内科 必要

禁煙支援医療機関(令和３年４月現在）
～禁煙したい方への支援をしている医療機関です～

平成18年4月から診療報酬に｢ニコチン依存症管理料」が新設されました。
平成18年6月1日から｢ニコチンパッチ」が、平成20年4月18日から｢バレニクリン」が保険適応されています。
なお、禁煙治療を保険診療で受けるためには以下の条件を満たす必要があります。
要件を満たさない人が禁煙治療を受ける場合は自由診療となります。

要件１：ニコチン依存症に係るスクリーニングテスト（ＴＤＳ）で、ニコチン依存症と診断されたものであること。
要件2：35歳以上の者については、ブリンクマン指数（1日喫煙本数×喫煙年数）が２００以上であること。（※）
要件3：直ちに禁煙することを希望していること。
要件4：｢禁煙治療のための標準手順書」に則った禁煙治療について説明を受け、当該治療を受けることを文書により同意していること。
（※）平成２８年度の診療報酬改定によりニコチン依存症の対象患者が拡大されました。

＊保険適応医療機関についてはR３年４月現在の情報です。以降、変更が生じていることもありますので、
　 受診の際は事前に電話等で診療曜日、時間等の詳細をご確認願います。



26 そめかわクリニック　内科・循環器内科 奈良市中山町西4-456-1 TSビル201 0742-51-9938 内科 不要
27 たかはし耳鼻咽喉科 奈良市大安寺町515-2 0742-93-8487 耳鼻咽喉科 不要

28 つじもとクリニック
奈良市学園北2-1-5 ローレルコート
学園前レジデンス施設棟１Ｆ

0742-51-7000 消火器内科・内科・内視鏡内科 必要

29 つるはら耳鼻科 奈良市神殿町694番１ 0742-64-3033 内科 不要

30 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2-789 0742-45-4591 禁煙外来 必要

31 とみお岩崎クリニック 奈良市二名3-1046-1 0742-93-8755 内科 不要
32 なかがわメディカル 奈良市奈良阪町167 0742-24-3311 整形外科 必要
33 中登美診療所 奈良市中登美ヶ丘1-1994-3D-16-1 0742-45-7785 内科 不要

34 中村脳神経外科クリニック 奈良市学園大和町2-125-5 0742-81-7774 脳神経外科
不要（予約あ
れば優先）

35 奈良市立月ヶ瀬診療所 奈良市月ヶ瀬尾山2790 0743-92-0030 内科 必要
36 奈良市立都祁診療所 奈良市都祁白石町1084 0743-82-1411 禁煙外来 必要
37 西尾外科医院 奈良市あやめ池南1-7-7 0742-45-0002 内科・外科 不要
38 はしもと内科 奈良市東向北町３０－１グランドカワイビル２Ｆ 0742-25-2828 内科 不要
39 ひらおか内科クリニック 奈良市あやめ池南6-3-36 0742-41-8810 内科 不要
40 福山医院 奈良市尼辻中町11-3 0742-33-5135 内科 不要
41 まほろばクリニック 奈良市奈良阪町2271-3 0742-25-2211 内科 不要

42 もりもとクリニック 奈良市南京終町710-1 0742-63-3200 内科
不要（予約優
先）

43 やまだクリニック 奈良市あやめ池北1-32-21-A205 0742-81-3246 耳鼻咽喉科 必要
44 山本内科医院 奈良市三条本町9-1 三条通ガーデンハイツ１階 0742-34-5577 内科 不要
45 陽クリニック 奈良市大宮町4-241-1 0742-32-3720 内科 不要
46 らくじクリニック 奈良市南新町19-1 0742-26-4165 内科、消化器内科、外科 不要
47 はらだ糖尿病・腎・内科クリニック 奈良市中登美ケ丘三丁目1番地1階 0742-52-1171 内科 不要
48 ふるや糖尿病・甲状腺クリニック 奈良市菅原東二丁目１８番１９号 0742-53-1108 内科 必要
49 医療法人康仁会西の京病院 奈良市六条町１０２－１ 0742-35-1121 禁煙外来 必要
50 医療法人小嶌診療所 奈良市学園南３丁目４－２４ 0742-49-1287 内科 必要
51 医療法人 春日医院 大和高田市東中2-4-1 0745-23-8010 呼吸器内科 必要
52 医療法人 きむクリニック 大和高田市土庫1-3-22 0745-24-7070 呼吸器内科 不要
53 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 内科 不要
54 医療法人 中谷診療所 大和高田市春日町2-1-60 0745-52-2166 内科 不要
55 かおり皮フ科 大和高田市大谷758番地80 0745-43-9663 皮膚科・美容皮膚科・アレルギー科 不要
56 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 内科 必要

57 中井記念病院 大和高田市根成柿151-1 0745-21-1100
禁煙外来(水９～12時）
内科(18時～20時）

不要

58 中谷医院 大和高田市礒野東町3-5 0745-52-2191 内科 不要
59 大和高田市国民健康保険天満診療所 大和高田市大字吉井40-1 0745-52-5357 禁煙外来 不要
60 あきこ皮ふ科クリニック 大和高田市幸町３－１８　トナリエ大和高田３階 0745-25-4112 内科 必要
61 医療法人 おざきクリニック 大和郡山市九条町1311-1 0743-55-5510 内科 必要

62
大和郡山市南郡山町５２０番地１８　大和郡山マイン
ド２１、２階

0743-85-5477 内科 必要



63 医療法人 砂川医院 大和郡山市堺町72 0743-52-5394 内科 必要
64 医療法人岡谷会 片桐民主診療所 大和郡山市新町305-92 0743-53-7550 内科 必要
65 医療法人 社団田北会 田北病院 大和郡山市城南町2-13 0743-54-0112 内科 必要
66 かきざきクリニック 大和郡山市本庄町297-1 0743-59-6101 必要
67 郡山いむらクリニック 大和郡山市田中町763 0743-55-0027 必要

68
独立行政法人　地域医療機能推進機構
大和郡山病院

大和郡山市朝日町1-62 0743-53-1111 内科 必要

69 中島医院 大和郡山市柳5-16 0743-54-9717 内科・脳神経外科 不要
70 牧浦内科 大和郡山市額田部北町479-3 0743-57-6595 内科 不要
71 まつたハートクリニック 大和郡山市本庄町247-1 0743-57-0202 循環器科 不要
72 矢田山診療所 大和郡山市矢田山町58 0743-53-7741 内科 不要
73 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 内科 不要
74 医療法人厚生会奈良厚生会病院 大和郡山市椎木町769-3 0743ｰ56ｰ5678 必要
75 医療法人 宣仁会 白濱医院 天理市杉本町287-1 0743-63-2321 整形外科 必要
76 医療法人宮城会 宮城医院 天理市丹波市町302 0743-63-1114 内科（禁煙外来） 必要

77 ささきクリニック 天理市丹波市町423 0743-69-5050
内科・循環器内科・リハビリテーショ
ン科

不要

78 寺西医院 天理市東井戸堂町426-6 0743-62-6655 内科 不要
79 ふくしまクリニック 天理市指柳町311-3 0743-62-1120 循環器科・内科 不要
80 小林クリニック 天理市西長柄町163 0743-66-0300 内科 不要
81 医療法人　松山医院 天理市柳本町196番地1 0743-67-7056 内科 不要
82 飛鳥川クリニック 橿原市新口町119-3 0744-23-7441 内科 不要
83 井上クリニック 橿原市内膳町1-1-11 Ｕ遊タウン１階 0744-29-1199 内科 不要
84 医療法人 菊川医院 橿原市上品寺町380-22 0744-23-0202 内科（禁煙外来） 不要
85 医療法人 桐山医院 橿原市大軽町123 0744-28-3456 内科、循環器、消化器、放射線科 不要
86 医療法人 米田診療所 橿原市東坊城町510 0744-23-5225 内科 必要
87 医療法人 下里クリニック 橿原市菖蒲町４-9-16 0744-28-2211 内科・婦人科 不要
88 医療法人 田中医院 橿原市四条町820-15 0744-22-3707 内科 不要
89 医療法人　松谷病院 橿原市中曽司町75-1 0744-29-1180 内科 不要
90 医療法人 吉川医院 橿原市中曽司町175 0744-22-0174 内科 不要
91 医療法人一路会錦織病院 橿原市木原町77-1 0744-29-5600 不要
92 医療法人 康誠会 藤原京クリニック 橿原市四分町23 0744-20-0311 内科 不要
93 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 内科・呼吸器科 不要
94 医療法人 社団誠医会 安東内科医院 橿原市山之坊町69-1 0744-24-8628 内科 不要
95 医療法人 西井会 西井クリニック 橿原市光陽町100-21 0744-26-6815 内科 必要
96 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 内科 不要
97 医療法人 友愛会　しらかしクリニック 橿原市白橿町２－２２１１－１ 0744-51-0801 内科 不要

98 橿原神宮前すぎもと内科クリニック 橿原市久米町660 0744-48-0707
内科・循環器内科・消化器内科・糖
尿病

不要

99 河田胃腸科医院 橿原市地黄町328-2 0744-22-5310 内科 必要
100 北奥耳鼻咽喉科 橿原市久米町650-1 0744-28-4133 耳鼻咽喉科 不要
101 阪口クリニック 橿原市北妙法寺町521 0744-25-7272 内科、胃腸科 不要
102 クリニック神宮前 橿原市内膳町5-4-41コンフォート八木１階 0744-23-8568 内科 不要



103 武田内科医院 橿原市木原町213-7 K.メディカルスクエア1階 0744-47-2369 内科 不要
104 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 内科 必要
105 中野医院 橿原市内膳町4-5-16 0744-23-1198 内科
106 ますが診療所 橿原市曽我町1063-6 ラカーサ慈光 0744-26-0500 内科 不要

107 森医院 橿原市五條野町2294 0744-28-8800
内科、小児科、呼吸器科、アレル
ギー、消化器科、循環器科

不要

108 矢野内科外科医院 橿原市栄和町23-4ニュー山雅１Ｆ 0744-22-4168 内科 不要
109 クリニック吉田 橿原市膳夫町477-19 0744-29-1368 循環器内科 不要
110 ときわクリニック 橿原市常盤町539-1 0744-25-6655 内科 不要
111 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 内科 必要

112 医療法人 米田医院 桜井市大字桜井526-3 0744-46-0313
呼吸器科
（日本循環器学会認定呼吸器指導医）

不要

113 医療法人 幸仁会 木下医院 桜井市大字阿部550 0744-42-4053 内科 必要
114 小池医院 桜井市外山下田新町1658 0744-42-0121 内科 不要
115 社会医療法人健生会 大福診療所 桜井市大字大福240-1 0744-42-3059 内科 必要
116 社会福祉法人恩赦財団済生会中和病院 桜井市阿部323 0744-43-5001 内科（禁煙外来） 必要
117 千森医院 桜井市粟殿466-2 0744-43-8088 内科 不要
118 辻医院 桜井市巻野内226-1 0744-43-1555 内科・小児科・診療内科 必要
119 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 0747-32-0525 内科 不要
120 医療法人　鎌田医院田園診療所 五條市田園3-11-10,11-9 0747-26-1150 内科、婦人科 必要
121 中西クリニック 五條市五條3-2-20 0747-25-2760 内科 不要
122 槇野医院 五條市新町2-3-8 0747-22-2004 内科 必要
123 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 内科 必要
124 医療法人 榎本医院 御所市戸毛1130 0745-67-0008 内科 不要
125 医療法人友愛会 沢田医院 御所市180-14 0745-62-2072 内科 不要
126 西川医院 御所市柿ヶ坪687 0745-62-2080 内科 不要
127 松村医院 御所市戸毛991 0745-67-0165 必要
128 森岡医院 御所市755-1 0745-64-2345 内科、循環器科、小児科 不要
129 医療法人　植田医院 生駒市小瀬町59-1 0743-77-8013 内科 必要
130 医療法人大塚医院 生駒市あすか野北1-2-12 0743-78-6770 内科・循環器内科 必要
131 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 内科・呼吸器科 必要
132 医療法人社団松下会 白庭病院 生駒市白庭台6-10-1 0743-70-0022 内科 不要
133 医療法人生火会 松宮医院 生駒市東松ヶ丘17-8 0743-71-8700 内科 必要
134 医療法人風尚会やました医院 生駒市南田原町1039 0743-71-8234 不要
135 医療法人 佑世会 皮膚科生駒熊本クリニック 生駒市俵口町1085-1 0743-87-9888 皮膚科 不要
136 おおつかクリニック 生駒市北新町10-36-404 0743-73-1070 内科 必要
137 はぎはらクリニック 生駒市真弓4-4-7 0743-71-2720 内科 必要
138 医療法人学芳会倉病院 生駒市本町１の７ 0743-73-4888 必要
139 医療法人　かわもとクリニック 香芝市畑3-926-1 0745-51-6333 内科 不要
140 医療法人 澤田医院 香芝市五位堂5-155 0745-76-2177 内科 必要
141 医療法人　山本内科医院 香芝市真美ヶ丘1-14-28 0745-77-3773 内科 不要
142 医療法人 和田クリニック 香芝市下田西1-10-17 アバンギャルド1階 0745-78-1700 呼吸器内科 不要
143 医療法人康成会 旭ヶ丘クリニック 香芝市旭ヶ丘5-36-1 0745-71-5600 内科 必要



144 医療法人千幸会 片岡医院 香芝市西真美1-5-1プラザ西真美2001号 0745-78-1818 内科 必要
145 加藤クリニック 香芝市穴虫1055-1 0745-71-5677 脳神経外科 不要
146 かわしま内科外科こどもクリニック 香芝市旭ヶ丘２-30-4 0745-79-1155 内科 不要
147 さない内科医院 香芝市真美ヶ丘4-16-1 0745-78-0239 内科 不要
148 新名クリニック 香芝市西真美3-8-10 0745-77-6544 皮膚科・禁煙外来 必要
149 医療法人　谷山耳鼻咽喉科クリニック 香芝市旭ヶ丘5-36-14 0745-71-1133 耳鼻咽喉科・アレルギー科 不要
150 西本内科 香芝市旭ヶ丘4-2-1 0745-71-2122 内科 必要
151 二上駅前診療所 香芝市穴虫1045-1 0745-71-4180 内科 不要
152 堀川医院 香芝市穴虫106 0745-77-1197 内科 不要
153 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 禁煙外来 不要
154 森岡内科消化器科クリニック 香芝市真美ヶ丘6-1-1 0745-78-3005 内科　循環器科 不要
155 安田医院 香芝市今泉7-1 0745-71-7100 内科 不要
156 医療法人　堀内医院 葛城市忍海338-４ 0745-62-2985 内科、小児科、麻酔科 不要
157 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 内科 不要
158 医療法人友仁会たいの整形外科クリニック 葛城市北花内617-4 0745-69-4970 整形外科 不要
159 医療法人拓誠会辻村病院 宇陀市菟田野松井7-1 0745-84-2133 内科 必要
160 宇陀市立病院 宇陀市榛原萩原815 0745-82-0381 内科 必要
161 熊田内科クリニック 宇陀市榛原天満台東1-10-13 0745-85-3550 循環器内科 不要
162 谷口内科医院 宇陀市榛原あかね台2-19-5 0745-82-5888 内科 必要
163 山添村国民健康保険波多野診療所 山辺郡山添村大字中峯山1028-1 0743-85-0005 内科 不要
164 松井内科 生駒郡平群町菊美台1-7-5宝栄辰巳ビル２Ｆー１ 0745-45-8837 内科 必要
165 医療法人康成会　菊美台クリニック 生駒郡平群町菊美台一丁目１０番１３号 0745-46-2221 不要
166 医療法人やわらぎ会やわらぎクリニック 生駒郡三郷町立野南2-8-12 0745-31-6611 内科 不要
167 前田クリニック 生駒郡斑鳩町龍田西8-6-10 0745-75-5711 内科 必要
168 医療法人小嶌内科小児科 磯城郡田原本町三笠17-8 0744-33-0933 内科 不要
169 医療法人 坂根医院 磯城郡田原本町大字矢部337-1 0744-34-3300 呼吸器内i科 必要
170 国保中央病院 磯城郡田原本町宮古404-1 0744-32-8800 内科 必要
171 忠岡医院 磯城郡田原本町秦庄456-8 0744-32-2629 内科･循環器内科 不要
172 田原本療院 磯城郡田原本町120 0744-32-2036 内科 不要
173 水野医院 磯城郡田原本町183-7 0744-32-2401 内科 不要
174 医療法人まつおかクリニックみやけ分院 磯城郡三宅町伴堂418番1-1 0745-43-0050 内科 必要
175 曽爾村国民健康保険診療所 宇陀郡曽爾村大字伊賀見43-1 0745-94-2212 内科 不要
176 かがや内科クリニック 北葛城郡上牧町米山台2-2-10 0745-77-8070 禁煙外来 必要
177 くずもとファミリークリニック 北葛城郡上牧町葛城台3-12-22 0745-51-3355 内科 不要
178 医療法人まつおかクリニック 北葛城郡王寺町王寺2-9-15 ル・カーラビル３Ｆ 0745-33-1500 内科 不要
179 王寺胃腸内科 北葛城郡王寺町舟戸1-1-10 0745-32-9396 内科 不要
180 武内クリニック 北葛城郡王寺町元町2-2479-1 0745-72-1618 内科 不要
181 竹田内科クリニック 北葛城郡王寺町久度2-3-1 リーベル西館302号 0745-32-1166 循環器内科 不要
182 南王寺診療所 北葛城郡王寺町畠田4-1-17王寺メディカルヴィラ 0745-72-2279 内科 不要
183 医療法人 広緑会 いけなか内科クリニック 北葛城郡広陵町安部236-1-3 0745-54-1113 内科 不要
184 近藤クリニック真美ヶ丘腎センター 北葛城郡広陵町馬見北6-1-8 0745-55-7222 不要
185 医療法人坂上医院 北葛城郡河合町広瀬台3-8-10 0745-73-8300 内科 必要
186 医療法人康成会 星和台クリニック 北葛城郡河合町星和台2-1-20 0745-31-2071 内科 必要



187 大浦内科クリニック 北葛城郡河合町中山台１－１－１８ 0745-43-7287 内科・消化器内科 必要
188 社会医療法人健生会河合診療所 北葛城郡河合町大字穴闇81-1 0745-57-0212 内科 必要
189 明日香村国民健康保険診療所 高市郡明日香村大字立部745番地 0744-54-3005 内科 必要
190 南和広域医療企業団　吉野病院 吉野郡吉野町丹治130-1 0746-32-4321 内科 必要
191 南和病院 吉野郡大淀町大字福神1-181 0747-54-5800 外科 必要

192 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 0747-54-5000 外科 必要

193 みぞかみ内科 吉野郡大淀町土田321-1 0747-64-8728 内科 必要
194 黒滝村国民健康保険診療所 吉野郡黒滝村寺戸182番地の1 0747-62-2747 内科 不要
195 天川村国民健康保険直営診療所 吉野郡天川村南日裏200 0747-63-0355 不要
196 野迫川村国民健康保険診療所 吉野郡野迫川村大字中355-1 07473-7-2202 内科 不要
197 十津川村国民健康保険上野地診療所 吉野郡十津川村大字上野地264 07466-8-0207 内科 不要
198 十津川村国民健康保険小原診療所 吉野郡十津川村大字小原225-1 07466-3-0040 内科 不要
199 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 07468-2-0016 内科 必要


