
病　医　院　名 住　　　所 TEL 病　医　院　名 住　　　所 TEL 病　医　院　名 住　　　所 TEL
   あおきクリニック    あやめ池南６－８－４０    81-7596    しらやま医院    尼辻中町１０－２７ 35-1788    まつむら整形外科クリニック    学園中三丁目705-63 53-0012
   あそだ内科クリニック    芝辻町4-2-2 新大宮伝宝ビル5F    35-2202    新大宮診療所    芝辻町4-7-2 33-7800    まほろばクリニック    奈良阪町２２７１－３ 25-2211
   阿部クリニック    学園南１－２－20    44-5155    しんのクリニック    恋の窪１－５－１ 87-0577    丸山診療所    丸山２－１２２０－１６３ 51-7336
   あやめ池診療所    あやめ池南６－１－７    45-0460    すくすくこどもクリニック    菅原町648-1 40-3939    三谷医院    神殿町171－４ 61-5057
   飯田医院    三条添川町３－３    34-0333    鈴木内科クリニック    西大寺本町５－８ 33-3786    みやぎわ内科クリニック    押熊町１１４１ 43-5508
   いけだクリニック    中町4842-1    93-4381    須基内科医院    南京終町１－109－１ 61-5111    むくぼ医院    平松１－31－23 44-1735
   石崎内科天満診療所    高畑町1073 中尾ビル102    27-3601    せいかクリニック    藤ノ木台３－２－12 46-8666    村井整形外科    富雄北２－３－３ 51-6788
   いずみクリニック    西大寺国見町１－１ 西大寺近鉄ビル１Ｆ    52-2601    医療法人医染会そめかわクリニック    中山町西４－４５６－１ TSビル2Ｆ 51-9938    森内科クリニック    学園北１－11－４ エル・アベニュービル３Ｆ 49-6663
   伊藤医院    五条町９－43    35-5557    高木医院    三条町２－４７４ 福森ビル２Ｆ 26-2050    森田医院    高天市町32 22-3836
   伊藤医院    南永井町３７７－３    61-3677    高畑診療所    高畑町９５－１ 23-3202    森田診療所    学園南１－２－１ 45-0603
   稲垣医院    西登美ヶ丘４－５－14    49-0777    高浜医院    千代ヶ丘２－１－３１ 52-7010    森田内科循環器科ｸﾘﾆｯｸ    宝来３－３－２１ 47-5177
   いぬいクリニック    疋田町2丁目1番5号    81-7810    田北クリニック    佐紀町２ ならﾌｧﾐﾘｰ別館３号館2・3F 36-5551    森村医院    秋篠町９２２ 45-4722
   今村糖尿病内科 津田外科診療所    秋篠新町269－４    47-7082    竹谷内科医院    富雄元町２－１－19 奥川ビル２Ｆ 45-2011    やぐら歯科内科    朱雀３－３－６ 95-5303
   入江診療所    西大寺新町1-6-7    30-5151    竹林メンタルクリニック    富雄北２－１－４ 中里ビル１Ｆ 40-0101    やすい小児科医院    富雄元町１－１２－１ オルサム富雄４Ｆ 43-2587
   岩井整形外科    大宮町４－３３１－１    33-7950    竹村内科医院    椿井町３３ 22-4617    安田医院    中山町西2-1052-50 47-0156
   岩井内科クリニック    大宮町４－３３１－１    33-3006    辰巳内科医院    六条１－３－39 46-9330    やまがた内科医院    法蓮町1095 20-6220
   岩佐クリニック    朝日町1-3-1    40-3331    田中医院    百楽園２－１－１ 44-6669    やまざきクリニック    佐紀町2762-4 34-3675
   うえしげクリニック    三条桧町１７－１７ メディコートＦＳＡ ２Ｆ    36-7564    谷掛整形外科診療所    神殿町644－１ 62-7577    山田胃腸科肛門科    鳥見町１－１－１ 47-3870
   植松クリニック    西大寺南町２－６    45-7501    田村医院    四条大路１－７－19 33-0635    やまだクリニック    あやめ池北1-32-21-A205 81-3246
   植村医院    般若寺町170    26-5395    つかもと整形外科    花芝町28　 丸谷ビル１Ｆ 23-5680    大和診療所    大宮町２－６－９ 36-5600
   植山医院    朱雀５－１１－１２    70-6555    つじもとクリニック    学園北2-1-5 ﾛｰﾚﾙｺｰﾄ学園前ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ施設棟1F 51-7000    やまね内科クリニック    西大寺新田町1-12-2 53-7716
   梅谷内科クリニック    富雄川西2-7-7 富雄川西ﾒﾃﾞｨｶﾙﾋﾞﾙ1F    47-1151    つるた内科    学園大和町５丁目１１７番地 51-3300    陽クリニック    大宮町４－２４１－１ 32-3720
   梅の木クリニック    尼辻中町１０－２５    30-3633    つるはら耳鼻科    神殿町694-1 64-3033    吉川診療所    柴屋町４ 61-7913
   うらもとクリニック    四条大路１－３－５３    93-7575    帝塚山クリニック    帝塚山1-1-33-101 ツインコート帝塚山1F 41-8833    吉本医院    大宮町６－５－５ 33-5111
   江川内科消化器科医院    杉ヶ町１１－２ 杉ヶ中町ビル１Ｆ    24-9055    寺崎クリニック    南城戸町６７ 22-5091    よねだ内科クリニック    学園大和町6-1542-382 48-7310
   衞藤医院    学園南１－１－17    43-2525    出口脳神経クリニック    高天町３８番地３　近鉄高天ビル１F 25-5200    よもさ痛みのクリニック    四条大路５－１－５５ 32-5550
   大熊眼科医院    高畑町1112    22-5630    富雄医院    富雄元町３－１－２ 45-0178    らくじクリニック    南新町19-1 26-4165
   大西クリニック    漢国町10    27-3322    とみお岩﨑クリ二ック    二名3-1046-1 93-8755    和田医院    恋の窪３－７－３ 35-1771
   大西内科医院    あやめ池南２－２－８    46-5381    とみお診療所    三碓２－１－６ 45-7480    和田内科外科医院    六条緑町３－８－48 41-2000
   おおもりクリニック    六条２－１８－３６    53-3955    登美ヶ丘クリニック    中登美ヶ丘４－３ 41-6556    おかたに病院    南京終町1-25-1 63-7700
   貴ヶ丘クリニックヤードおかはし整形外科    三碓３－１１－１    51-5111    中井医院    大宮町３－４－33 33-7785    済生会奈良病院    八条４－643 36-1881
   奥医院    東城戸町53    22-6113    中岡内科クリニック    西大寺東町2-1-63 サンワシティ西大寺３Ｆ 32-3800    沢井病院    船橋町８ 23-3086
   おしくまクリニック    押熊町５４７－１ 忍熊ビル１Ｆ    53-1700    なかがわ呼吸器科･
アレルギー科医院    朱雀5-3-8 70-5433    市立奈良病院    東紀寺町１－50－１ 24-1251
   折橋診療所    鳥見町3-11-1-56-102    45-4777    長﨑医院    学園北１－３－17 45-4114    石洲会病院    四条大路１－９－４ 34-6300
   甲斐内科消化器内科ｸﾘﾆｯｸ    三条本町1-2    81-3565    なかざわ耳鼻咽喉科医院    中登美ヶ丘６－３－３ リコラス登美ヶ丘Ａ棟３Ｆ 53-7714    奈良春日病院    鹿野園町1212－１ 24-4771
   学園前きたにクリニック    学園北１－１４－１３    53-7117    中島クリニック    鶴舞東町２－１１ 松下興産ビル１Ｆ 47-3344    奈良東九条病院    東九条町752 61-1118
   鍜治田クリニック    北登美ケ丘３-１２-１５    52-3001    永田医院    芝辻町４－13－１ 34-7025    西奈良中央病院    鶴舞西町１－１５ 43-3333
   かずさ眼科    西大寺栄町３－20 ポポロビル２Ｆ    35-5651    永野クリニック    鳥見町２－11－８ 45-3550    西の京病院    六条町102－１ 35-1121
   片岡診療所    二条町２－３－10    33-5385    中野司朗ﾚﾃﾞｨｰｽｸﾘﾆｯｸ    北登美ヶ丘5-2-1 51-0101    吉田病院    西大寺赤田町1-7-1 45-4601
   かづきクリニック    大宮町５－1-１０－１    32-3201    中村脳神経外科クリニック    学園大和町2-125-5 81-7774
   加藤内科医院    三条町606－98 宇和島商会ビル１Ｆ    24-2048    なら家庭医療クリニック    紀寺町416-1 81-8882
   門野医院    西大寺国見町２－３－17    48-9267    奈良甲状腺クリニック    西大寺南町5-26T・Kビル西大寺ＳＯＵＴＨ４F 95-9084
   角能整形外科    押熊町1070-2    52-2525    奈良市総合医療検査ｾﾝﾀｰ    柏木町５１９－５ 33-7876
   金田内科クリニック    西御門町28　 北川ビル２Ｆ    26-2255    奈良市立興東診療所    大柳生町4254 93-0130        
   河原医院    中登美ヶ丘2-1981-105    44-1795    奈良市立田原診療所　    横田町336-1 81-0027        
   北岡クリニック    林小路町１－１１    23-9805    奈良市立月ヶ瀬診療所    月ヶ瀬尾山2790 0743-92-0030        
   喜多野医院    中筋町26    23-2131    奈良市立都祁診療所    都祁白石町1084 0743-82-1411        
   喜多野診療所    中筋町15    22-6041    奈良市立柳生診療所    邑地町２７８６ 94-0210        
   北山医院    芝辻町１－９－５    33-6383    ならやま診療所    右京３－２－２ 71-1000        
   きょうこころのクリニック    西大寺南町17-3    53-0556    西浦クリニック    三条本町７－21 23-0865        
   きよ女性クリニック    石木町５０－１    53-0411    西尾外科医院    あやめ池南１－７－７ 45-0002        
   楠原クリニック    小川町４    26-0026    西村クリニック    四条大路１－１－30 東亜シティプラザ２Ｆ 36-1241        
   くにしげクリニック    菅原東2-29-13    49-6766    にしやまクリニック    右京1-3-4 すずらん南館2F 72-1122        
   こうあん診療所    三条大路１－１－９０ 奈良セントラルビル１Ｆ    32-0510    西脇医院    菅原町506-7 44-8866        
   こぎし眼科クリニック    押熊町１１５３－１    53-3331    西脇クリニック    東紀寺町２－７－13 27-3033        
   国分医院    南紀寺町５－53－１    22-2266    西脇内科医院    神功3-7-29 71-3336        
   小嶌診療所    学園南３－４－24    49-1287    はしもと内科    東向北町30-1 グランドカワイビル２階 25-2828        
   後藤医院    右京３－19－１    71-1180    秦医院    西大寺国見町2-1-13 45-0822        
   ことのは内科クリニック    六条２ー１８－３ 奈良六条医療モール１号    52-8823    浜田クリニック    学園南１－３－４ 45-9000        
   小山医院    中山町西3-444-1    49-2205    はらだ医院    紀寺町607 22-6817        
   こんどう泌尿器科・内科クリニック    南京終町710-1    63-7150    はらだ糖尿病・腎・内科クリニック    中登美ヶ丘3-1 52-1171        
   西大寺駅前内科・ﾘｳﾏﾁｸﾘﾆｯｸ    西大寺南町5-29 西大寺駅前第二ビル１Ｆ    53-3200    東谷医院    南魚屋町37 22-5731        
   西大寺セントラルクリニック    菅原東2-20-13    49-7523    ひかりクリニック    学園北１－８－８ サンライトビル５Ｆ 51-0051        
   斎藤医院    中登美ヶ丘2-1984-58    44-3656    ひらおか内科クリニック    あやめ池南６－３－３６ 41-8810        
   酒井内科医院    南京終町１－１９３－５    63-0701    広岡西部診療所    赤膚町1032 45-7451        
   坂口医院    瓦堂町６－１    22-4514    ﾌｧﾐﾘｰｸﾘﾆｯｸ戸田    登美ヶ丘1－1－13 52-5500        
   さくら診療所    南京終町1-183-25    50-1600    福島医院    学園北1-9-1 パラディ学園前Ⅱ５Ｆ 45-3000        
   佐野内科医院    小西町10    22-3277    福山医院    尼辻中町11－３ 33-5135        
   佐保川診療所    今在家町38    22-3201    藤岡医院    登美ヶ丘３－１４－５ 53-4615        
   塩田医院    此瀬町358－１    81-0002    平城園診療所    秋篠町1567 52-3820        
   塩谷内科診療所    左京１－13－37    71-3950    堀池医院    西登美ヶ丘5-3-8 43-3359        
   しき地診療所    佐保台1-3571-208    71-0034    前川医院    東登美ヶ丘1-12-3 46-2246        
   島田医院    富雄北1-2-23    44-0004    まえだ医院    朱雀４－１－５ 71-1221        
   島本クリニック    西大寺南町5-26 T・Kビル西大寺SOUTH３Ｆ    53-2100    前田医院    西新在家町２－６ 27-1233        
   清水整形外科    宝来３－７－38    44-2247    松井医院    三条桧町19－４ 35-1310        
   清水内科医院    朱雀４－１－26    71-3599    松尾医院    学園大和町１－26 46-3381        
   庄野整形外科    六条２－19－８    46-1235    まつお内科    中登美ヶ丘６－３－３ リコラス登美ヶ丘Ａ棟３Ｆ 52-8551        
   しらい内科医院    青山４－２－３ 27-4858    松下クリニック    登美ヶ丘２－５－21 48-6022        
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