
（令和５年１⽉３０⽇現在）連番 施設名称 住所 電話番号1 医療法⼈⼤⻄会⼤⻄内科医院 奈良市あやめ池南２丁目２-８ 07424653812 中川内科医院 奈良市あやめ池南２丁目２-９ 07424815093 やまだクリニック 奈良市あやめ池北１丁目３２-２１-Ａ２０５ 07428132464 医療法⼈　おしくま⽿⿐咽喉科 奈良市押熊町1142 07425267335 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 07424873106 衞藤医院 奈良市学園南１-１-１７ 07424325257 医療法⼈仁礼会こばやし⽿⿐咽喉科 奈良市学園北１丁目９-１パラディⅡ５F 07424011338 塩田医院 奈良市此瀬町３５８の１ 07428100029 医療法⼈⽥北クリニック 奈良市佐紀町２ 奈良ファミリー別館３号館２・３Ｆ 074236555110 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 074234367511 医療法⼈塩⾕内科診療所 奈良市左京１-１３-３７ 074271395012 医療法⼈⽥村医院 奈良市四条⼤路１丁目７-１９ 074233063513 医療法⼈新仁会奈良春⽇病院 奈良市⿅野園町1212-1 074224477114 地⽅独⽴⾏政法⼈奈良県⽴病院機構奈良県総合医療センター 奈良市七条⻄町２－８９７－５ 074246600115 清水内科医院 奈良市朱雀４丁目１-２６ 074271359916 なかがわ呼吸器科アレルギー科医院 奈良市朱雀5-3-8 074270543317 やまもと小児科 奈良市朱雀６丁目９-５ 074272005518 楠原クリニック 奈良市⼩川町４番地 074226002619 ⻄脇内科医院 奈良市神功３-７-２９ 074271333620 くわた在宅クリニック 奈良市神殿町３１３ 074293932321 医療法⼈⾕掛整形外科診療所 奈良市神殿町６４４-１ 074262757722 医療法⼈敬志会つるはら⽿⿐科 奈良市神殿町６９４番１ 074264303323 江川内科消化器科医院 奈良市杉ケ町１１-２杉ヶ中町ビル１階 074224905524 いずみクリニック 奈良市⻄⼤寺国⾒町１-１⻄⼤寺近鉄ビル１F 074252260125 医療法⼈中岡内科クリニック 奈良市⻄⼤寺東町２丁目１番６３号 サンワシティ⻄⼤寺３Ｆ 074232380026 岩﨑⽿⿐咽喉科医院 奈良市⻄⼤寺南町５－５８ 074246335727 ⻄⼤寺駅前内科・リウマチクリニック 奈良市⻄⼤寺南町５番２９号 ⼤和⻄⼤寺駅前第⼆ビル１階 074253320028 医療法⼈仁誠会奈良セントラル病院 奈良市⽯⽊町８００ 074293852029 医療法⼈⾼浜医院 奈良市千代ケ丘2-1-31 074252701030 一般社団法人　沢井病院 奈良市船橋町8 074223308631 奈良みあとクリニック 奈良市⼤安寺町５１４－１－Ｃ３ 074234755032 喜多野診療所 奈良市中筋町１５ 0803101017533 なないろクリニック 奈良市中⼭町⻄３丁目２１８番地 074252071634 はらだ糖尿病・腎・内科クリニック 奈良市中登美ケ丘３丁目１番地１階 074252117135 登美ヶ丘クリニック 奈良市中登美ケ丘４丁目３番地 074241655636 社会医療法⼈松本快⽣会⻄奈良中央病院 奈良市鶴舞⻄町１－１５ 074243333337 医療法⼈おがわ⼩児科診療所 奈良市鶴舞東町２-２６ 074244115538 藤岡医院 奈良市登美ケ丘３-１４-５ 074253461539 奈良市⽴都祁診療所 奈良市都祁⽩⽯町１０８４ 074224105140 奈良東九条病院 奈良市東九条町752 074261111841 東谷医院 奈良市南⿂屋町３７ 074222573142 医療法⼈寺崎クリニック 奈良市南城⼾町６７ 074222509143 しらやま医院 奈良市尼辻中町１０番２７号 074235178844 奈良⼩南病院 奈良市⼋条5丁目４３７－８ 074230666845 いぬいクリニック 奈良市⽦⽥町２-１-５ 074281781046 やまがた内科医院 奈良市法蓮町１０９５ 074220622047 おおもりクリニック 奈良市六条２丁目１８番３６号 074253395548 医療法⼈康仁会⻄の京病院 奈良市六条町１０２－１ 074235250049 社会福祉法⼈東⼤寺福祉事業団東⼤寺福祉療育病院 奈良県奈良市雑司町４０６－１ 074222557750 医療法⼈せいわ会ならまちリハビリテーション病院 奈良県奈良市杉ヶ町57番1 074220370051 市⽴奈良病院 奈良県奈良市東紀寺町１－５０－１ 074224125152 社会福祉法⼈恩賜財団済⽣会奈良病院 奈良県奈良市⼋条4丁目643番地 074236188153 医療法⼈中江会なかえ⽿⿐咽喉科 大和高田市吉井３５０-１ 074524331154 医療法⼈⽥中医院 大和高田市幸町２-１８大和高田アーバンコンフォート１Ｆ 074523711755 医療法⼈⻩クリニック 大和高田市神楽２-１２-３４ 074524353556 医療法⼈翠悠会⾼⽥診療所 ⼤和⾼⽥市⻄町１-２６ 074523155357 医療法⼈社団憲仁会中井記念病院 大和高田市大字根成柿１５１－１ 074521110058 中家医院 大和高田市有井５９-１０ 074552538659 ⼤和⾼⽥市⽴病院 奈良県⼤和⾼⽥市礒野北町１１ 074553289760 医療法⼈芳愛会原医院 大和郡山市横田町７０８-３ 074356309461 牧浦内科 ⼤和郡⼭市額⽥部北町４７９-３ 074357659562 豊原クリニック 大和郡山市九条町１８８-２ 074351104863 おおさかクリニック 大和郡山市小泉町東３－６－１ 074359441164 医療法⼈悠明会郡⼭いむらクリニック 大和郡山市田中町７６３ 074355002765 医療法⼈にしざき内科クリニック 大和郡山市藤原町２-１８　１階 074385525166 医療法⼈医昌会まつたハートクリニック 大和郡山市本庄町２４７-１ 074357020267 ⽮⽥⼭診療所 大和郡山市矢田山町５８ 074353774168 社会医療法⼈⽥北会　⽥北病院 奈良県⼤和郡⼭市城南町2-13 074354011269 JCHO大和郡山病院 奈良県⼤和郡⼭市朝⽇町1番62号 074353111170 公益財団法⼈天理よろづ相談所病院 天理市三島町200 074363561171 たかはしファミリークリニック 天理市⻄井⼾堂町４３９-５ 074363668872 張⽥⽿⿐咽喉科 天理市川原城町１１１-１ 0743634976

経⼝抗ウイルス薬　「ゾコーバ錠125mg」の処⽅が可能な医療機関



（令和５年１⽉３０⽇現在）連番 施設名称 住所 電話番号経⼝抗ウイルス薬　「ゾコーバ錠125mg」の処⽅が可能な医療機関73 社会医療法⼈⾼清会⾼井病院 天理市蔵之庄町４７０－８ 074365037274 宮城医院 天理市丹波市町３０２番地 074363111475 奈良東病院 天理市中之庄町470番地 074365177176 いのうえ内科クリニック 天理市富堂町１４７－３ 074369552577 ⿅⼦⽊診療所 天理市櫟本町７４２番地２ 074365014078 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 074423118579 酢谷内科 橿原市久米町６１５ 赤心ビル２Ｆ 074426155580 森下内科医院 橿原市⾒瀬町６７１-１ 074428113181 医療法⼈風天会森医院 橿原市五条野町２２９４番地 074428880082 医療法⼈社団誠医会安東内科医院 橿原市山之坊町６９番地の１ 074424862883 社会医療法⼈平成記念会平成記念病院 橿原市四条町８２７ 074429330084 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１F 074420255585 平成まほろば病院 橿原市四分町82番地１ 074421720086 木田クリニック 橿原市常盤町３４４-２ 074424646087 大和橿原病院 橿原市石川町81 074427107188 医療法⼈村⽥医院 橿原市曽我町１０４５-２５ 074424483889 ますが診療所 橿原市曽我町１０６３-６ ラカーサ慈光 074426050090 ふじい内科医院 橿原市曽我町８４９-３ 074422242791 医療法⼈桐⼭医院 橿原市大軽町１２３ 074428345692 医療法⼈吉川医院 橿原市中曽司町１７５ 074422017493 医療法⼈雅会⼭本クリニック 橿原市東坊城町２０２番地の１ 074428220594 辻本内科医院 橿原市内膳町1-1-5 大通口ビル２F 074422077795 医療法⼈良翔会ちゅうわ往診クリニック 橿原市内膳町４－４３－６ 074429666196 笠原内科医院 橿原市白橿町２-３１-１２ 074427008397 医療法⼈桂会 平尾病院 橿原市兵部町６－２８ 074424470098 徳岡クリニック 橿原市豊田町２７０-１かとうメディカルモール豊田 074429771199 万葉クリニック 奈良県橿原市五井町247 0744262884100 奈良県⽴医科⼤学附属病院 奈良県橿原市四条町840 0744223051101 社会福祉法人恩賜財団済生会中和病院 桜井市阿部３２３ 0744435001102 医療法⼈幸仁会⽊下医院 桜井市阿部５５０ 0744424053103 医療法⼈いぬい⽿⿐咽喉科 桜井市三輪４７-１ 0744445587104 いいおか医院 桜井市大字芝３６６ 0744426144105 医療法⼈飯岡会のぞみ診療所 桜井市大字忍阪３９-１ 0744433338106 医療法⼈優⼼会吉江医院 桜井市東新堂８３番地の１ 0744463340107 山の辺病院 奈良県桜井市草川60 0744451199108 医療法⼈岩井内科・⽪膚科 五條市今井２丁目２番１２号 0747261212109 山田医院 五條市須恵２-１-２５ 0747222039110 ⾜⽴医院 五條市須恵２丁目６-２１ 0747253939111 医療法⼈榎本医院 御所市⼤字⼾⽑１１３０ 0745670008112 社会福祉法⼈恩賜財団済⽣会⽀部奈良県済⽣会御所病院 御所市大字三室２０ 0745623585113 勝山内科医院 御所市中央通り１１２８ 0745626438114 医療法⼈鴻池会秋津鴻池病院 奈良県御所市⼤字池之内1064 0745630601115 つばきもと医院 生駒市小瀬町３０８－１ 0743724300116 なかや小児科 生駒市谷田町８７０-２中谷ビル３階 0743758712117 きくち診療所 生駒市谷田町８８１-１ 0743748533118 医療法⼈友岡診療所 生駒市辻町397-8 東生駒８番館2階 0743731881119 杉森内科胃腸科 生駒市東生駒４-３９８-１６６ 0743735596120 溝口医院 生駒市南田原町１９７７　池谷設備工業ビル１Ｆ 0743786640121 医療法⼈社団　松下会　⽩庭病院 奈良県⽣駒市⽩庭台６丁目10番1号 0743700022122 医療法⼈和幸会　阪奈中央病院 奈良県⽣駒市俵⼝町741 0743748660123 医療法⼈学芳会　倉病院 奈良県⽣駒市本町1-7 0743734888124 かわしま内科・外科・こどもクリニック 香芝市旭ヶ丘２丁目３０-４ 0745791155125 ⻄本内科 香芝市旭ヶ丘４丁目２-１ 0745712122126 医療法⼈康成会旭ヶ丘クリニック 香芝市旭ヶ丘５丁目３６-１ 0745715600127 医療法⼈⾕⼭⽿⿐咽喉科クリニック 香芝市旭ケ丘５丁目３６-１４ 0745711133128 医療法⼈和⽥クリニック ⾹芝市下⽥⻄１丁目１０番１７号　アバンギャルド１F 0745781700129 社会福祉法人誠敬会ぬくもりクリニック ⾹芝市下⽥⻄２－７－６１ 0745710200130 かまだ医院 香芝市鎌田４６４-３ 0745771118131 医療法⼈弘⽣会関屋病院 ⾹芝市関屋北5-11-1 0745772434132 加藤クリニック 香芝市穴虫１０５５-１ 0745715677133 医療法⼈藤井会　⾹芝⽣喜病院 香芝市穴虫３３００番地３ 0745713113134 医療法⼈⼭本内科医院 香芝市真美ケ丘１丁目１４番２８号 0745773773135 医療法⼈かわもとクリニック 香芝市畑３丁目９２６-１ 0745516333136 社会医療法⼈⾼清会　⾹芝旭ヶ丘病院 奈良県⾹芝市上中８３９番地 0745778101137 医療法⼈鵜⼭医院 葛城市新庄１６ 0745692070138 よしだクリニック 葛城市⻄室191-2 0745698071139 医療法⼈堀内医院 葛城市忍海３３８-４ 0745622958140 山本医院 葛城市八川１５３－１ 0745481231141 医療法⼈⼩泉医院 奈良県葛城市新庄１１９ 0745692501142 医療法⼈⾕⼝内科医院 宇陀市榛原あかね台2-19-5 0745825888143 医療法⼈智光会城井内科医院 宇陀市榛原下井足１２-１ 0745969680144 宇陀市⽴病院 宇陀市榛原萩原８１５ 0745820381



（令和５年１⽉３０⽇現在）連番 施設名称 住所 電話番号経⼝抗ウイルス薬　「ゾコーバ錠125mg」の処⽅が可能な医療機関145 ⼭添村国⺠健康保険東⼭診療所 山辺郡山添村大字桐山６２番地の１ 0743860441146 医療法⼈緑会たなかクリニック 生駒郡平群町下垣内１２４番地 0745451916147 松井内科 奈良県⽣駒郡平群町菊美台１－７－５　宝栄⾠⺒ビル２Ｆ－１ 0745458837148 医療法⼈⼩原クリニック ⽣駒郡三郷町⽴野南１丁目２３-１ 0745327766149 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丁目８番１２号 0745316611150 一般財団法人信貴山病院ハートランドしぎさん 奈良県⽣駒郡三郷町勢野北4丁目13-1 0745725006151 坂本医院 ⽣駒郡斑鳩町龍⽥２-３-１２ 0745752023152 山内醫院 生駒郡安堵町東安堵９６５-２１ 0743595518153 辻クリニック 磯城郡田原本町５４７ 0744322258154 忠岡医院 磯城郡田原本町秦庄４５６-８ 0744322629155 国保中央病院 磯城郡田原本町大字宮古４０４－１ 0744328800156 社会福祉法人誠敬会ぬくもりクリニック田原本 磯城郡田原本町大字宮古７４１－１ 0744472866157 医療法⼈坂根医院 磯城郡田原本町大字矢部３３７－１ 0744343300158 つぼさかクリニック 高市郡高取町清水谷１４９-５ 0744524670159 医療法⼈中川会⾶⿃病院 高市郡高取町与楽１１６０ 0744523888160 明⽇⾹村国⺠健康保険診療所 ⾼市郡明⽇⾹村⼤字⽴部７４５ 0744543005161 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丁目１２-２２ 0745513355162 医療法⼈よしむら⽿⿐咽喉科 北葛城郡上牧町上牧２１７４-２ 0745438733163 医療法⼈友紘会　⻄⼤和リハビリテーション病院 奈良県北葛城郡上牧町ささゆり台３丁目２番２号 0745716688164 医療法⼈友紘会　奈良友紘会病院 奈良県北葛城郡上牧町服部台5-2-1 0745783588165 恵王病院 北葛城郡王寺町王寺2丁目10－18 0745723101166 竹田内科クリニック 北葛城郡王寺町久度２-３-１-３０２ 0745321166167 王寺胃腸内科 北葛城郡王寺町⾈⼾１丁目１番１０号 0745329396168 石井医院 北葛城郡広陵町萱野６７７番地１ 0745562030169 おおひがしクリニック 北葛城郡広陵町南郷６７６-１ 0745443033170 ニッセイ聖隷クリニック 北葛城郡河合町⾼塚台１-８-１ 0745332211171 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丁目１-２０ 0745312071172 島田医院 吉野郡吉野町上市１２６ 0746322026173 ⼗津川村国⺠健康保険⼩原診療所 吉野郡十津川村大字小原２２５-１ 0746630040174 ⼗津川村国⺠健康保険上野地診療所 吉野郡十津川村大字上野地２６４ 0746680207


