学生・教職員 各位
保健管理センター
発熱や風邪症状（咳、のどの痛み等）がある場合は、登校や出勤を控えて
ください。以下に近辺で PCR 検査が可能な機関をリストアップしました。
受診希望の際は必ずあらかじめ電話で各機関へ確認してください。

ＰＣＲ検査可能機関
《発熱がある時・発熱ないが風邪症状が強い時》
検査料無料、初診料、診察料、薬代のみ負担（約 2000～3000 円）
① 生駒市民病院 東生駒駅すぐ
TEL 0743-72-1111 電話予約（２４時間受付可能）
② 生駒メディカルセンター 生駒駅徒歩 1 分
TEL 0743-75-0111

電話予約（夜間・休日のみ）

③ 田中泌尿器科 生駒診療所 生駒駅徒歩 5 分
TEL 0743-75-2861
④ 鈴木内科クリニック

電話予約（9：00～18：00）
西大寺駅徒歩 3 分

TEL 0742-33-3786 電話予約（9：00～17：00）

《症状がない時・海外渡航の場合》
検査代実費負担、証明書等 （約 30000～40000 円）
① たけつな小児科 北生駒駅 3 分
TEL 0743-71-0929

電話予約（9：00～17：00）

② 奈良西部病院 東生駒駅からバスで 5 分
TEL 0742-51-8700

電話予約（8：00～15：30）

③ 田中泌尿器科 生駒診療所 生駒駅徒歩 5 分
TEL 0743-75-2861 電話予約（9：00～18：00）
④ 京都武田病院 ＪＲ西大路徒歩 10 分
TEL 075-361-1351 電話予約（9：00～18：00）
※ＰＣＲ検査を受けた方は、報告と結果を必ず保健管理センターにお知らせ
ください。

---------------------------------------------------------------------To all students, faculty and staff,
If you have a fever of 37.5 ℃ or higher at home, or if you have cold
symptoms such as a sore throat, please do not come to NAIST.
The following is a list of institutions that offer PCR test.
Please make sure to call the institution in advance.
Institution that offer PCR test
《In case you have a fever./
In case you have severe symptoms of cold without a fever》
No charge for examination.
You need to pay initial examination fee, consultation fee,
and medicine fee (about 2000-3000 yen).
①Ikoma city hospital

near Higashi Ikoma station

TEL 0743-72-1111 (available 24hours)
②Ikoma medical center near Ikoma station
TEL 0743-75-0111
(only available during night, weekends and holidays)
③Tanaka dialysis center Ikoma clinic 5min. walk from Ikoma station
TEL 0743-75-2861 (9:00～18:00)

④Suzuki Clinic

3min. walk from Saidaiji Station

TEL 0742-33-3786 (9:00～17:00)
《In case you don’t have symptoms/For overseas travel》
You need to pay actual cost of examination and certificates, etc.
(about 30,000～40,000 yen)
①Taketsuna pediatric clinic 3min. walk from Kitaikoma station
TEL 0743-71-0929 (9:00～17:00)
②Nara seibu hospital 5min. by bus from Higashiikoma station
TEL 0742-51-8700 (8:00～15:30)
③Tanaka dialysis center Ikoma clinic 5min. walk from Ikoma station
TEL 0743-75-2861 (9:00～18:00)
④Kyoto takeda hospital

10min. walk from JR Nishiooji

TEL 075-361-1351（9:00～18:00）
※Please make sure to report Health Care Center if you take PCR test.

Health Care Center

