
奈良県新型コロナワクチン接種後の副反応対応協力医療機関（病院）一覧　　  2023/04/21時点
 

番
号

二次
医療圏

所在市町村 医療機関名 医療機関所在地 TEL FAX 副反応対応 対応窓口 窓口連絡先 窓口となる診療科 連携可能な診療科 備考

1 奈良 奈良市 医療法人岡谷会　おかたに病院
奈良市南京終町１－２５
－１

0742-63-7700 0742-63-7701 自院患者のみ 外来 0742-63-7700 内科

2 奈良 奈良市 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番
地

0742-36-1881 0742-36-1880 ○ 医事課 0742-36-1881 内科
夜間、土日祝日の内科
以外の科が当直である
日は受入不可

3 奈良 奈良市 一般財団法人沢井病院 奈良市船橋町8番地 0742-23-3086 0742-23-2805 自院患者のみ 外来 0742-23-3086 内科

4 奈良 奈良市 奈良西部病院 奈良市三碓町2143-1 0742-51-8700 0742-51-8700 自院患者のみ 医事課 0742-51-8700 内科 総合診療科

5 奈良 奈良市 石洲会病院
奈良市四条大路１丁目９
番４号

0742-34-6300 0742-34-6708 ○ 受付 0742-34-6300 内科 脳神経外科、整形外科

6 奈良 奈良市 医療法人新生会　総合病院　高の原中央病院 奈良市右京1丁目3-3 0742-71-1030 0742-71-7005 ○ 看護部　外来師長 0742-71-1030
内科・総合診療

科・救急科
消化器内科、循環器科等

7 奈良 奈良市 奈良東九条病院 奈良市東九条町752 0742-61-1118 0742-62-8707 自院患者のみ 事務 0742-61-1118 内科 外科

8 奈良 奈良市 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丁目７８９
番地

0742-45-4591 自院患者のみ 外来 0742-45-4591 内科
ペインクリニック外科、耳鼻咽喉
科、脳神経内科、脳神経外科、
整形外科、小児神経科、外科

9 奈良 奈良市 医療法人　新仁会奈良春日病院 奈良市鹿野園1212-1 0742-24-4771 0742-27-5873 自院患者のみ 受付 0742-24-4771 内科

10 奈良 奈良市 医療法人宝山会奈良小南病院 奈良市八条5丁目478-8 0742-30-6668 0742-30-6661 自院患者のみ 医事課 0742-30-6668 内科 内科

11 奈良 奈良市 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1-15 0742-43-3333 0742-43-8607 自院患者のみ 西奈良中央病院 0742-43-3333 内科 外科
定期的に診療を受けて
いる方を対象とします。

12 奈良 奈良市 医療法人康仁会　西の京病院 奈良市六条町102-1 0742-35-2219 0742-35-1160 自院患者のみ 患者支援センター 0742-35-2219 内科 内科

13 奈良 奈良市 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 0742-45-4601 自院患者のみ 一般科外来 0742-45-4601 内科

14 東和 天理市 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 0743-65-5700
自院接種患者

のみ
受付 0743-65-0372 総合診療科 総合診療科

15 東和 天理市 公益財団法人天理よろづ相談所病院 天理市三島町200番地 0743-63-5611 0743-63-1530 ○ 受付 0743-63-5611 総合内科 他診療科全て

16 東和 宇陀市 宇陀市立病院 宇陀市榛原萩原８１５番地 0745-82-0381 0745-82-0654 ○
病院代表番号

電話交換
0745-82-0381 内科

17 東和 宇陀市 医療法人拓誠会辻村病院 宇陀市菟田野松井7-1 0745-84-2133 0745-84-2864 自院患者のみ 医事課 0745-84-2133 内科

18 東和 桜井市 済生会中和病院 桜井市阿部323 0744-43-5001 0744-42-4430 ○ 医事課 0744-43-5001 総合診療科 内科

19 東和 桜井市 山の辺病院 桜井市草川60番地 0744-45-3551 0744-42-1320 自院患者のみ
山の辺病院新型コロナ
ウイルス感染防止対策

委員会
0744-45-3551 外科 内科

20 東和 田原本町 国保中央病院 磯城郡田原本町宮古404-1 0744-32-8800 0744-32-8811 ○
内科外来（9時～14時）,
救急外来（14時～17時）

0744-32-8800 内科 整形外科
診察は平日９時～１７
時、磯城郡３町及び広
陵町住民に対応

21 西和 生駒市 生駒市立病院
生駒市東生駒１丁目６番地
２

0743-72-1111 0743-71-9100 ○ 生駒市立病院 0743-72-1111 内科 救急科
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22 西和 生駒市 近畿大学奈良病院 生駒市乙田町1248-1 0743-77-0880 0743-77-0901 ○ 患者支援センター 0743-77-0880 救命救急科 呼吸器・アレルギー内科

23 西和 生駒市 医療法人学芳会　倉病院 生駒市本町１番7号 0743-73-4888 0743-73-4888 ○ 内科 0743-73-4888 内科 内科

24 西和 生駒市 白庭病院 生駒市白庭台6丁目10‐1 0743-70-0022 0743-70-0023 ○ 事務所 0743-70-0022 内科 皮膚科

25 西和 生駒市 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 0743-74-8690 ○ 地域医療連携室 0743-74-8650 内科 救急科

26 西和 三郷町 奈良県西和医療センター 三郷町三室1丁目14-16 0745-32-0505 0745-32-0547 ○
奈良県西和医療セン

ター
0745-32-0505 内科

27 西和 大和郡山市 医療法人青心会 郡山青藍病院 大和郡山市本庄町１番地１ 0743-56-8000 0743-59-0022 自院患者のみ 医事課 0743-56-8000
総合診療科／救急

科

28 西和 大和郡山市 医療法人田北会田北病院 大和郡山市城南町2番13号 0743-54-0112 0743-54-0118 自院患者のみ 受付 0743-54-0112 内科 内科

29 西和 大和郡山市 医療法人　藤和会藤村病院
大和郡山市北郡山町104番
地の3

0743-53-2001 0743-53-6157 自院患者のみ 受付 0743-53-2001 内科

30 西和 大和郡山市 JCHO大和郡山病院 大和郡山市朝日町1-62 0743-53-1111 0743-55-2252 自院患者のみ 医事課 0743-53-1111 内科

31 西和 上牧町 医療法人　友紘会奈良友紘会病院 上牧町服部台5-2-1 0745-78-3588 0745-76-8156 ○ 受付 0745-78-3588 内科 内科

32 西和 上牧町 医療法人友紘会　西大和リハビリテーション病院
北葛城郡上牧町ささゆり台
3-2-2

0745-71-6688 0745-71-1111 自院患者のみ 医事課 0745-71-6688 内科

33 西和 上牧町 医療法人郁慈会　服部記念病院 北葛城郡上牧町上牧4244 0745-77-1333 0745-77-1340 ○
服部記念病院

内科受付
0745-77-1333 内科 内科

34 西和 王寺町 医療法人果恵会恵王病院
北葛城郡王寺町王寺2-10-
18

0745-72-3101 0745-32-8146 自院患者のみ 外来 0745-72-3101 内科 外科

35 中和 橿原市 橿原リハビリテーション病院 橿原市田中町104-1 0744-25-1251 0744-20-2071 自院患者のみ 0744-25-1251 内科
アナフィラキシー：入院
患者のみ受け入れ可能

36 中和 橿原市 医療法人　一路会錦織病院 橿原市木原町77-1 0744-29-5600 0744-29-5601 自院患者のみ 受付 0744-29-5600 外科　内科

37 中和 橿原市 医療法人　桂会平尾病院 橿原市兵部町6-28 0744-24-4700 0744-25-4672 自院患者のみ 受付 0744-24-4700 内科

38 中和 橿原市 平成記念病院 橿原市四条町827 0744-29-3300 0744-29-3305 ○ 救急外来 0744-29-3300 内科 救急科

39 中和 橿原市 平成まほろば病院 橿原市四分町82番地１ 0744-21-7200 0744-21-7200 自院患者のみ 該当なし 0744-21-7200 該当なし

40 中和 橿原市 医療法人橿原友紘会　大和橿原病院 橿原市石川町81 0744-27-1071 0744-27-4609 ○ 医事課 0744-27-1071 内科

41 中和 大和高田市 社会医療法人健生会　土庫病院
大和高田市日之出町１２番
３号

0745-53-5471 0745-22-0517 ○
社会医療法人健生会

　土庫病院
0745-53-5471 救急科 内科

42 中和 大和高田市 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 0745-21-1101 ○ 受付 0745-21-1100 内科 外科

43 中和 大和高田市 大和高田市立病院 大和高田市礒野北町1-1 0745-53-2901 0745-53-2908 ○ 受付 0745-53-2901 内科　外来
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44 中和 香芝市 社会医療法人高清会香芝旭ヶ丘病院 香芝市上中８３９番地 0745-77-8101 0745-78-4588 自院患者のみ
医事課・患者サポート

室
0745-77-8101 内科 循環器内科

45 中和 香芝市 医療法人藤井会　香芝生喜病院 香芝市穴虫3300-3 0745-71-3113 0745-71-3378 自院患者のみ
医事課　地域連携室

感染制御室
0745-71-3113

総合内科　救急科
（都度相談要）

内科　皮膚科　救急科　（曜
日、時間帯によって変更あり）

46 中和 葛城市 医療法人興生会　吉本整形外科・外科病院 葛城市疋田676-1 0745-69-5353 自院患者のみ 受付 0745-69-5353 整形外科 内科

47 中和 御所市 医療法人鴻池会　秋津鴻池病院 御所市池之内1064番地 0745-63-0601 0745-62-1092 自院患者のみ 医事課 0745-63-0601 内科

48 中和 御所市 社会福祉法人恩賜財団済生会御所病院 御所市大字三室２０ 0745-62-3585 0745-63-2335 ○ 地域医療連携室 0745-62-3585 内科 外科・整形外科

49 南和 五條市 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 0747-25-2860 自院患者のみ 病院受付 0747-22-1112 内科 皮膚科

50 南和 吉野町 南和広域医療企業吉野病院
吉野郡吉野町大字丹治130
番地の1

0746-32-4321 0746-32-5512 自院患者のみ 受付 0746-32-4321 内科

51 南和 大淀町 医療法人弘仁会南和病院
吉野郡大淀町大字福神1-
181

0747-54-5800 0747-54-5700 自院患者のみ 医事課 0747-54-5800 内科 外科

52 南和 大淀町 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8-1 0747-54-5000 0747-54-5020 ○ 救急センター 0747-54-5000 救急科 感染症内科
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