禁煙支援医療機関(平成 31 年 1 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。
（※）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。
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。
＊保険適応医療機関についてはＨ30 年１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。
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 小嶌診療所

奈良市学園南 3-4-24

0742-49-1287

内科

不要

5 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

6 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

7 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

8 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

9 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

10 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

11 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

12 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

13 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

14 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

15 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

16 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

17 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

18 楠原クリニック

奈良市小川町 4

0742-26-0026

内科

不要

19 後藤医院

奈良市右京３-19-1

0742-71-1180

内科

必要

20 齋藤医院

奈良市中登美ヶ丘 2-1984-58

0742-44-3656

内科

不要

21 佐野内科医院

奈良市小西町 10

0742-22-3277

内科

不要

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

22 清水内科医院

奈良市朱雀 4-1-26

0742-71-3599

内科

不要

23 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

24 しらやま医院

奈良市尼辻中町 10-27

0742-35-1788

内科

不要

25 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

26 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

27 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

28 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

29 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
0742-51-7000
ス施設棟１Ｆ

消火器内科・内科・内視鏡内科

必要

30 つるはら耳鼻科

奈良市神殿町 694 番１

0742-64-3033

内科

不要

0742-45-4591

禁煙外来

必要

NO. 医療機関名

31

独立行政法人国立病院機構 奈良医療センタ
奈良市七条 2-789
ー

32 とみお診療所

奈良市三碓 2-1-6

0742-45-7480

禁煙支援外来

必要

33 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

34 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

35 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

36 中村脳神経外科クリニック

奈良市学園前大和町 2-125-5

0742-81-7774

脳神経外科

不要（予約あ
れば優先）

37 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

38 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

39 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

40 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

41 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

42 福山医院

奈良市尼辻中町 11-3

0742-33-5135

内科

不要

43 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

奈良市南京終町 710-1

0742-63-3200

内科

不要（予約優
先）

45 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

46 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

47 陽クリニック

奈良市大宮町 4-241-1

0742-32-3720

内科

不要

48 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

44

もりもとクリニック

出典：奈良県「禁煙お役立ち情報（一般向け）」 http://www.pref.nara.jp/secure/45853/H29kineniryoukikanmeibo.pdf
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