
奈良市 （合計　127医療機関）
令和2年9月7日 現在

医療機関名（50音順） 所在地 電話番号 診療科

あそだ内科クリニック
奈良県奈良市芝辻町4丁目2-2
新大宮伝宝ビル5階

0742-35-2202 内科、循環器内科

阿部クリニック 奈良県奈良市学園南1-2-20 0742-44-5155 内科、循環器内科、リハビリ

あべ皮フ科クリニック 奈良県奈良市大安寺町515-2-101 0742-32-2066 皮膚科

あやめ池診療所 奈良県奈良市あやめ池南6丁目1番7号 0742-45-0460 内科・心療内科・精神科

有山整形外科 奈良県奈良市登美ヶ丘5丁目1-1 0742-52-1234
内科、外科、整形外科、リハビ
リ、リウマチ科

飯田医院 奈良県奈良市三条添川町3-3 0742-34-0333 内科、外科

飯田眼科
奈良県奈良市西大寺東町2-1-63
サンワシティ西大寺3階

0742-35-2524 眼科

石﨑眼科医院 奈良県奈良市小西町21-2 0742-26-2091 眼科

石崎内科天満診療所
奈良県奈良市高畑町1073
中尾ビル102号

0742-27-3601 内科

いずみクリニック
奈良県奈良市西大寺国見町1-1
西大寺近鉄ビル1F

0742-52-2601 内科、小児科、放射線科

井谷眼科医院
奈良県奈良市西大寺南町1番3号
三和西大寺南町ビル8Ｆ

0742-45-7981 眼科

伊藤医院 奈良県奈良市南永井町377-3 0742-61-3677
内科、胃腸科、外科、小児科、
整形外科、放射線科

岩井内科クリニック 奈良県奈良市大宮町4丁目331-1 0742-33-3006 内科、消化器内科、胃腸科

岩佐クリニック 奈良県奈良市朝日町1丁目3-1 0742-40-3331 内科、外科、リハビリ

うえしげクリニック 奈良県奈良市三条桧町17-17 0742-36-7564 内科、消化器内科、外科

植山医院 奈良県奈良市朱雀5-11-12 0742-70-6555 内科、循環器内科

薄葉医院 奈良県奈良市古市町1823 0742-61-2072
内科、呼吸器内科、循環器内
科、消化器内科

うらもとクリニック
奈良県奈良市四条大路1丁目3番53号
エイジングコート奈良新大宮1Ｆ

0742-93-7575 内科、循環器内科

江川内科消化器科医院
奈良県奈良市杉ヶ町11-2
杉ヶ中町ビル1階

0742-24-9055
内科、消化器内科、胃腸科、呼
吸器内科

大熊眼科医院 奈良県奈良市高畑町1112 0742-22-5630 眼科

大西内科医院 奈良県奈良市あやめ池南2丁目2-8 0742-46-5381 糖尿病科、リウマチ科

大橋耳鼻咽喉科 奈良県奈良市三条本町1番85号 0742-35-6860 耳鼻科

岡村産婦人科 奈良県奈良市西木辻町30-10 0742-23-3566 内科、小児科、産科、婦人科

奥医院 奈良県奈良市東城戸町53 0742-22-6113 内科

尾﨑二郎整形外科東大
寺前

奈良県奈良市川久保町19-1 0742-20-2601 外科、整形外科

甲斐内科消化器内科ク
リニック

奈良県奈良市三条本町1-2
JR奈良駅NKビル3F

0742-81-3565
内科、消化器科、外科、肛門外
科
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学園前たけこころのクリ
ニック

奈良県奈良市学園北2丁目1-5
ローレルコート学園前レジデンス施設棟2階

0742-53-0050 心療内科・精神科

学園南クリニック 奈良県奈良市学園大和町2-27 0742-51-9111
内科、リウマチ科、外科、整形外
科、形成外科、健康診断・ドック

鍜治田クリニック 奈良県奈良市北登美ケ丘3-12-15 0742-52-3001 内科、消化器内科

柏井クリニック 奈良県奈良市芝辻町4-13-3 0742-34-5451 泌尿器科、人工透析

かずさ眼科
奈良県奈良市西大寺栄町3丁目20番
ポポロビル2Ｆ

0742-35-5651 眼科

加藤眼科医院 奈良県奈良市法蓮町973-3 0742-22-5251 眼科

かなもり耳鼻咽喉科
奈良県奈良市西大寺東町2-1-63
サンワシティ西大寺3F

0742-36-0500 耳鼻科

かわたペインクリニック
奈良県奈良市学園北1-9-1
パラディⅡ5Ｆ

0742-53-1155
心療内科・精神科、リハビリ、ペ
インクリニック、麻酔科

河原医院 奈良県奈良市中登美ヶ丘2丁目1981-105 0742-44-1795 整形外科、リハビリ

眼科松村医院 奈良県奈良市富雄北2-4-3 0742-45-7412 眼科

北岡クリニック 奈良県奈良市林小路町1-11 0742-23-9805 内科、循環器内科

喜多野医院 奈良県奈良市中筋町26番地 0742-23-2131 内科、耳鼻科、アレルギー科

きわもと泌尿器科クリ
ニック

奈良県奈良市押熊町547-1
忍熊ビル3Ｆ

0742-52-7580 泌尿器科

くがい整形外科 奈良県奈良市あやめ池北1-32-21-Ａ203 0742-81-3218 整形外科、リハビリ

楠原クリニック 奈良県奈良市小川町4 0742-26-0026
内科、循環器内科、糖尿病、内
分泌内科、外科、心臓血管外科

くらら耳鼻咽喉科
奈良県奈良市富雄元町3-1-15
グランドハイツあづま1F

0742-93-8089 耳鼻科

こうあん診療所
奈良県奈良市三条大路1-1-90
奈良セントラルビル1Ｆ

0742-32-0510
内科、外科、脳外科、リハビリ、
健康診断・ドック

河本眼科 奈良県奈良市富雄北1-3-2 0742-45-0363 眼科

こぎし眼科クリニック 奈良県奈良市押熊町1153-1 0742-53-3331 眼科

小嶌診療所 奈良県奈良市学園南3丁目4番24号 0742-49-1287 内科

こばやし耳鼻咽喉科
奈良県奈良市学園北1丁目9-1
パラディⅡ5Ｆ

0742-40-1133 耳鼻科

酒井内科医院 奈良県奈良市南京終町1-193-5 0742-63-0701 内科、消化器内科

坂口医院 奈良県奈良市瓦堂町6-1 0742-22-4514 内科、消化器内科、小児科

さかもと眼科 奈良県奈良市中登美ヶ丘3-2-103 0742-53-4641 眼科

さくらい悟良整形外科ク
リニック

奈良県奈良市鶴舞西町1-16
マツヨシビル2Ｆ

0742-81-9711 整形外科、リハビリ

さくら診療所 奈良県奈良市南京終町1丁目183-25 0742-50-1600 内科、眼科
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https://take-mental.com/
https://take-mental.com/
http://www.gakuen-minami.jp/
http://www.ecamera.jp/
http://nttbj.itp.ne.jp/0742355651
http://www.kawata-cl.jp/
http://kawahara.la.coocan.jp/
http://kitaoka-clinic.com/
http://www.kinet-tv.ne.jp/~kugai/
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佐保川診療所 奈良県奈良市今在家町38番地 0742-22-3201 内科

清水内科医院 奈良県奈良市朱雀4丁目1-26 0742-71-3599
内科、循環器内科、消化器内
科、小児科

しらい内科医院 奈良県奈良市青山4丁目2-3 0742-27-4858 内科、循環器内科

新大宮診療所 奈良県奈良市芝辻町4-7-2 0742-33-7800 内科

しんのクリニック 奈良県奈良市恋の窪1丁目5番1号 0742-87-0577 内科、神経内科、リハビリ

すぎはら婦人科
奈良県奈良市中登美ケ丘6-3-3
リコラス登美ケ丘A棟3Ｆ

0742-46-4124 婦人科

すくすくこどもクリニック 奈良県奈良市菅原町648-1 0742-40-3939 内科、小児科

鈴木内科クリニック 奈良県奈良市西大寺本町5-8 0742-33-3786 内科

高の原メンタルクリニッ
ク

奈良県奈良市右京1-3-4 0742-72-2810 心療内科・精神科

高畑診療所 奈良県奈良市高畑町95-1 0742-23-3202 内科

高山クリニック 奈良県奈良市柏木町190-5 0742-35-9611 産科、婦人科

貴ヶ丘クリニックヤード
おかはし整形外科

奈良県奈良市三碓町3丁目11-1 0742-51-5111 整形外科、リハビリ

田北クリニック 奈良県奈良市佐紀町2 0742-36-5551 内科、消化器内科、外科

竹村内科医院 奈良県奈良市椿井町33 0742-22-4617 内科、糖尿病

玉木耳鼻咽喉科
奈良県奈良市橋本町5
好生ビル2Ｆ

0742-26-6587 耳鼻科

ちえクリニック
奈良県奈良市学園北１丁目１４―１３
メディカル学園前３Ｆ

0742-93-7412 産科、婦人科

つくだクリニック
奈良県奈良市三条本町1-2
JR奈良駅NKビル3階

0742-26-1567 心療小児科、小児精神科

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

0742-51-7000 内科、消化器内科

つるはら耳鼻科 奈良県奈良市神殿町694-1 0742-64-3033 耳鼻科

寺崎クリニック 奈良県奈良市南城戸町67 0742-22-5091 内科、皮膚科、泌尿器科

富雄医院 奈良県奈良市富雄元町3-1-2 0742-45-0178
内科、小児科、アレルギー科、リ
ウマチ科

富雄産婦人科 奈良県奈良市三松4丁目878番1 0742-43-0381 産科、婦人科

登美ヶ丘クリニック 奈良県奈良市中登美ケ丘4丁目3番地 0742-41-6556 内科、小児科、リハビリ

中井医院 奈良県奈良市大宮町3丁目4番33号 0742-33-7785 内科、循環器内科

中岡内科クリニック
奈良県奈良市西大寺東町2丁目1番63号
サンワシティ西大寺3Ｆ

0742-32-3800
内科、消化器内科、小児科、放
射線科、病理診断科

なかがわ呼吸器科アレ
ルギー科医院

奈良県奈良市朱雀5-3-8 0742-70-5433 内科、呼吸器内科、緩和ケア

永田医院 奈良県奈良市芝辻町4-13-1 0742-34-7025
内科、外科、小児科、ペインクリ
ニック、麻酔科
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http://shirainaika.com/
http://www.okatani.or.jp/clinic/shinomiya/
http://sugiharafujinka.com/
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永田眼科 奈良県奈良市宝来町北山田1147 0742-45-2230 眼科

なかむら小児科
奈良県奈良市学園北1-14-13
メディカル学園前3Ｆ

0742-43-7713 小児科

中村脳神経外科クリ
ニック

奈良県奈良市学園大和町2丁目125-5 0742-81-7774
内科、神経内科、外科、脳神経
外科、リハビリ

なないろクリニック 奈良県奈良市中山町西3丁目218 0742-52-0716 内科、循環器内科

奈良市立月ヶ瀬診療所 奈良県奈良市月ケ瀬尾山2790番地 0743-92-0030 内科、外科、小児科

ならやま診療所 奈良県奈良市右京3丁目2-2 0742-71-1000 内科、緩和ケア

奈良やよいクリニック
奈良県奈良市三条本町2-20
マツダオフィスビル1F

0742-20-6480 内科、皮膚科、泌尿器科

なんぶ小児科アレル
ギー科

奈良県奈良市三条本町1-2
ＪＲ奈良駅ＮＫビル3Ｆ

0742-93-5220 小児科、アレルギー科

西浦クリニック 奈良県奈良市三条本町7-21 0742-23-0865
内科、総合診療、糖尿病、外
科、肛門科

西尾外科医院 奈良県奈良市あやめ池南1-7-7 0742-45-0002
内科、外科、麻酔科、放射線
科、肛門科

西奈良メディカルクリ
ニック

奈良県奈良市二名平野2-2148-2 0742-52-2110
内科、皮膚科、歯科、健康診断・
ドック

西村クリニック
奈良県奈良市四条大路1丁目1-30
東亜シティプラザ2F

0742-36-1241 内科、婦人科、皮膚科

にしやまクリニック
奈良県奈良市右京1丁目3-4
サンタウンプラザすずらん南館2Ｆ

0742-72-1122 内科、泌尿器科

西脇医院 奈良県奈良市菅原町506番地7 0742-44-8866 内科、小児科

西脇クリニック 奈良県奈良市東紀寺町2丁目7番13号 0742-27-3033 内科、胃腸科、外科、肛門科

はしもと内科
奈良県奈良市東向北町30番1
グランドカワイビル2階

0742-25-2828 内科、消化器内科

長谷整形外科クリニック 奈良県奈良市藤ノ木台4丁目6-4 0742-51-6777 整形外科、リウマチ科

浜田クリニック 奈良県奈良市学園南1丁目3-4 0742-45-9000
内科、循環器内科、内分泌内
科、眼科

林皮膚科クリニック 奈良県奈良市芝辻町2丁目10-26-102 0742-35-2054 皮膚科

はらだ医院 奈良県奈良市紀寺町607 0742-22-6817
内科、小児科、産科、婦人科、
漢方外来

はらだ糖尿病・腎・内科
クリニック

奈良県奈良市中登美ヶ丘3丁目1番地 0742-52-1171
内科、糖尿病内科、腎臓内科、
リウマチ科、循環器内科

東谷医院 奈良県奈良市南魚屋町37番地 0742-22-5731 内科、リウマチ科、アレルギー科

ひかりクリニック
奈良県奈良市学園北1-8-8
サンライトビル5Ｆ

0742-51-0051
内科、糖尿病、内分泌内科、心
療内科・精神科

ひばり往診クリニック 奈良県奈良市三碓6-9-23 0742-49-8700 内科

ひまわりクリニック 奈良県奈良市右京4丁目14-23 0742-72-1583
内科、循環器内科、心療内科・
精神科、皮膚科

日吉耳鼻咽喉科クリ
ニック

奈良県奈良市中登美ヶ丘3-2
ローレルスクエア登美ヶ丘東館Ⅱ101号

0742-52-3871 耳鼻科
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http://nakapedclinic.life.coocan.jp/
http://heiwakai.or.jp/network/
http://www.narayayoi-clinic.com/
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http://www.hoc.cc/
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ひらおか内科クリニック 奈良県奈良市あやめ池南6丁目3-36 0742-41-8810 内科、消化器内科、循環器内科

福山医院 奈良県奈良市尼辻中町11-3 0742-33-5135 内科、消化器内科

ふるや糖尿病・甲状腺
クリニック

奈良県奈良市菅原東2丁目18-19 0742-53-1108 内科、糖尿病内科、内分泌内科

前田医院 奈良県奈良市西新在家町2の6 0742-27-1233 内科、消化器内科

まえだ整形外科 奈良県奈良市紀寺町864-1 0742-24-5595 整形外科、リハビリ

まつお内科
奈良県奈良市中登美ヶ丘6-3-3 
リコラス登美ヶ丘A棟3F

0742-52-8551
内科、消化器科、内視鏡内科、
総合内科

三谷医院 奈良県奈良市神殿町171-4 0742-61-5057
内科、糖尿病内科、甲状腺内
科、血液内科

森川内科医院 奈良県奈良市登美ヶ丘1丁目2-16 0742-45-4877 内科、呼吸器内科、糖尿病

森田医院 奈良県奈良市高天市町32番地 0742-22-3836 内科、小児科

森田診療所 奈良県奈良市学園南1丁目2-1 0742-45-0603 内科、循環器内科

やぐら歯科内科 奈良県奈良市朱雀3丁目3-6 0742-95-5303
内科、内分泌内科、糖尿病、甲
状腺

安田医院 奈良県奈良市中山町西2-1052-50 0742-47-0156
内科、消化器内科、外科、肛門
外科、リハビリ

柳本医院 奈良県奈良市神功5-19-3 0742-72-0738 内科、神経内科

やまがた内科医院 奈良県奈良市法蓮町1095 0742-20-6220 内科、血液内科

やまだクリニック
奈良県奈良市あやめ池北1丁目32-21-Ａ
205

0742-81-3246 内科、消化器内科

大和診療所 奈良県奈良市大宮町2丁目6-9 0742-36-5600 内科

洋子レディースクリニッ
ク

奈良県奈良市学園大和町2-28 0742-51-1200 内科（女性のみ）、産科、婦人科

横井歯科医院 朱雀診
療所

奈良県奈良市朱雀5-16-21 0742-70-2223 歯科

𠮷田医院 奈良県奈良市大宮町6-5-5 0742-33-5111 内科、腎臓内科

よねだ内科クリニック 奈良県奈良市学園大和町6-1542-382 0742-48-7310 内科、消化器内科

よもさ痛みのクリニック 奈良県奈良市四条大路5-1-55 0742-32-5550 内科、ペインクリニック

和田内科外科医院 奈良県奈良市六条緑町3丁目8-48 0742-41-2000 内科、外科
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