
大阪市歯周病検診取扱医療機関一覧

医療機関名 住所 電話番号

むらかみ歯科 中央区森之宮中央１－３－１４　森ノ宮ビル２Ｆ 06-6949-0007

カガミ歯科医院 中央区玉造２－１４－１６　カガミビル２Ｆ 06-6765-1008

勝間歯科医院 中央区玉造２－２２－１８　タカギビル１Ｆ 06-6762-1231

松田歯科医院 中央区玉造１－３－２０　 06-6761-4747

はまさき歯科医院 中央区大手前１－６－４　はなビル５Ｆ 06-6943-0289

細田歯科医院 中央区大手前１－７－３１　ＯＭＭビル３Ｆ 06-6943-2234

ハマサキ歯科 中央区大手前１－６－８　アサヒビル３Ｆ 06-6941-1418

鍵岡歯科医院 中央区谷町２－３－８　ピジョンビル２Ｆ 06-6946-6226

松本歯科 中央区谷町３－６－７　サンリットビル３Ｆ 06-6910-7270

りゅうぼく歯科 中央区谷町３－２－２　大手前ｴﾇ・ｴｸｽﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ１・２・３Ｆ 06-6946-6666

近藤歯科医院 中央区谷町１－６－５　西村ビル３Ｆ 06-6943-8249

（医）栄華会　大阪天満橋Ｙ＆Ｙ歯科 中央区谷町２－２－１８　 06-6966-5548

高橋歯科医院 中央区内久宝寺町４－２－３　 06-6761-7729

白石デンタルクリニック 中央区内久宝寺町３－２－１０　久宝寺マンション１Ｆ 06-6319-8211

（医）本城歯科医院 中央区大手通２－２－６　 06-6943-5578

おおはし歯科医院 中央区大手通１－１－１３　ＧＩパールビル１階 06-4256-6480

西谷歯科医院 中央区南新町２－３－３　寿屋ビル１Ｆ 06-6946-0285

森デンタルクリニック 中央区内本町１－２－１１　ウタカビル１０１ 06-6943-0051

（医）田中歯科医院 中央区内本町１－２－１４　秀和ビル３０１ 06-6949-3718

美原歯科医院 中央区北浜東１－１２　千歳第１ビル１Ｆ 06-6944-8114

泉谷歯科医院 中央区天満橋京町２－２１　天満橋センタービル５Ｆ 06-6945-6482

湯浅歯科医院 中央区天満橋京町２－１０　湯浅ビル１Ｆ 06-6946-8241

柳田歯科医院 中央区石町２－１－７　グリーンコーポラスビル１０３ 06-6943-7350

上野歯科医院 中央区東高麗橋４－３　日宝平野町ビル１階 06-6943-1184

（医）双幸会　ツインデンタルクリニック 中央区城見２－１－６１　ツイン２１ＭＩＤタワー２１階 06-6947-7118

鈴木歯科クリニック 中央区北浜２－１－２３　日本文化会館ビル３Ｆ 06-6231-3381

（医）安賀歯科クリニック 中央区今橋４－３－２２　淀屋橋山本ビル２階 06-6202-8020

（医）牧野歯科医院 中央区今橋３－１－７　日本生命今橋ビル１Ｆ 06-6231-3734

野井歯科 中央区高麗橋４－３－１０　日生伏見町ビル新館７Ｆ 06-6226-1184

河村歯科医院 中央区高麗橋３－１－１４　高麗橋山本ビル１Ｆ 06-6204-5577

辻合歯科医院 中央区高麗橋２－２－１２　 06-6203-5988

中村歯科診療所 中央区高麗橋１－７－３　北浜プラザ２Ｆ 06-6227-0418

額田歯科医院 中央区高麗橋１－５－７　 06-6231-8789

（医）林歯科医院 中央区伏見町２－５－７　岡田伏見町ビル６Ｆ 06-6231-3461

（医）黒瀬歯科診療所 中央区道修町２－２－１１　ベルロード道修町３Ｆ 06-6227-5459

河野歯科医院 中央区道修町４－４－２　河野薬品ビル４Ｆ 06-6222-2034

（医）鳳友会　平野町歯科 中央区平野町３－４－９　旭洋ビル２Ｆ 06-6231-3413

ワダ歯科医院 中央区平野町１－５－１２　平野町和田ビル２Ｆ 06-6223-5775

木代歯科医院 中央区平野町４－５－９　タキノビル２Ｆ 06-6231-3602

シバタ歯科医院 中央区平野町２－２－６　 06-6231-5101

北村歯科医院淡路町クリニック 中央区淡路町２－４－３　ＩＳＯビル２Ｆ 06-6221-3811

賀来歯科医院 中央区淡路町２－１－１　堺筋千島ビル３Ｆ 06-6231-2319

みこデンタルクリニック 中央区淡路町３－２－１３－４Ｆ　 06-6201-1818

西川歯科 中央区瓦町４－３－２　 06-6222-0558

（医）夢はいつか会　那須歯科 中央区瓦町３－４－８　アサヒビル３Ｆ 06-6222-1112

（医）小歯会　小高歯科医院 中央区安土町３－２－１４　イワタニ第二ビル１３Ｆ 06-6264-7534



多和歯科医院 中央区安土町１－７－１３　トヤマビル８Ｆ 06-6261-3970

成瀬歯科 中央区本町３－５－５　セントピア御堂筋本町ビル４Ｆ 06-6271-8639

鷲尾歯科医院 中央区本町４－２－１２　野村不動産御堂筋本町ビル４Ｆ 06-6251-8060

小柳歯科 中央区南本町１－７－１５　明治安田生命堺筋本町ビル５Ｆ 06-6261-6480

本町デンタルクリニック 中央区南本町４－１－１　ヨドコウビル７Ｆ 06-6253-0380

井阪歯科診療所 中央区船場中央２－１－４－４０１　船場センタービル４号館４Ｆ 06-6261-8148

大阪メヂカルタワー渡瀬歯科 中央区久太郎町４－１－３　大阪センタービル１０Ｆ 06-6253-0508

加登歯科医院 中央区久太郎町１－６－１１　西野金陵ビル西館２Ｆ 06-6264-1573

もりさきデンタルクリニック 中央区北浜１－１－２８　ビルマビル北浜５Ｆ 06-6231-0118

八木歯科医院 中央区久太郎町３－５－２６　谷口悦ビル６Ｆ 06-6252-2115

木下歯科医院 中央区南久宝寺町３－６－６　御堂筋センタービルＢ１Ｆ 06-6251-4589

田中歯科医院 中央区南久宝寺町１－７－１５　 06-4705-5313

（医）康裕会　寺浦歯科医院 中央区博労町２－２－２　寺浦ビル２Ｆ 06-6261-0118

浅野歯科医院 中央区博労町３－４－１１　 06-6251-2991

はまぐち歯科 中央区博労町１－３－２　 06-6261-0910

山口歯科 中央区谷町６－６－７　第５松屋ビル３Ｆ 06-6768-6050

秋田歯科医院 中央区谷町６－３－１９　 06-6768-0283

星の歯科 中央区谷町８－１－５２　オリーブハイツ谷町１０２ 06-6777-5082

中島歯科医院 中央区安堂寺町１－５－１０　 06-6761-5791

大住歯科医院 中央区上本町西５－３－１　ニュー上六ビル２Ｆ 06-6762-1101

太田歯科医院 中央区東平２－５－４　ノバプロスペリテ３Ｆ 06-6763-0154

藤井歯科医院 中央区上汐２－５－１２　野尻ビル２Ｆ 06-6762-3400

タシマ歯科 中央区瓦屋町２－１０－２１　近畿自動車ビル１Ｆ 06-6765-6481

きたおか歯科 中央区瓦屋町３－８－１　 06-6763-8211

今岡歯科クリニック 中央区瓦屋町１－５－１　 06-6768-8228

宮原歯科診療所 中央区松屋町３－２３　松屋タワー２階 06-6762-0718

新垣歯科医院 中央区道頓堀２－４－４　フキビル４Ｆ 06-6211-0988

末広歯科医院 中央区高津３－９－１４　五條コーポ２Ｆ 06-6644-4482

いのうえ歯科 中央区高津３－１－１８　マーレ下寺町１Ｆ 06-6643-5220

佐野歯科医院 中央区日本橋１－２１－２０－３０１　丸富日本橋パールビル３Ｆ 06-6644-3609

中村歯科医院 中央区日本橋１－１６－２３　 06-6641-1922

成島歯科 中央区日本橋１－１７－１７　ピカソ日本一ビル４Ｆ 06-6643-1481

中田歯科医院 中央区日本橋２－１２－１　 06-6641-1478

井本歯科医院 中央区日本橋２－６－１５　 06-6641-3693

海野歯科医院 中央区日本橋１－２５－１８　新浪花ビル１Ｆ 06-6631-5455

谷口勝彦歯科診療所 中央区千日前２－５－２　歯科センタービル２Ｆ 06-6644-3414

おぐり歯科医院 中央区難波千日前６－７　ツジＢＬ３Ｆ 06-6646-1237

瀬尾歯科医院 中央区難波千日前１３－１１　マスザキヤビル３Ｆ 06-6631-3986

徐歯科医院 中央区難波１－７－６　ニュー豊楽ビル 06-6213-7325

黒木デンタルクリニック 中央区難波４－４－１　ヒューリック難波ビル９Ｆ 06-6648-0821

小室歯科難波診療所 中央区難波４－１－１５　近鉄難波ビル３Ｆ 06-6644-5661

（医）光翔会　かとう歯科クリニック 中央区難波５－１－５　大阪高島屋西館Ｂ１Ｆ 06-6631-1944

（医）添田歯科診療所 中央区難波３－５－１７　北極星ビル４Ｆ 06-6643-8148

大谷歯科医院 中央区南船場２－６－９　大成ビル２Ｆ 06-6271-5680

朝倉歯科医院 中央区南船場４－６－２１　帝金ビル４Ｆ 06-6252-3123

さとう歯科 中央区南船場４－２－２３　浦山ビル３Ｆ 06-6245-5265

おのだ歯科医院 中央区南船場１－１６－２３－２０２　 06-6262-2566

澤田歯科医院 中央区南船場２－２－８　扇鼎ビル５Ｆ 06-6262-6778



（医）別所歯科医院 中央区南船場３－２－１－２０２　ラインビルド心斎橋２Ｆ 06-6251-0017

林歯科 中央区南船場３－１１－２４　東京都市開発御堂筋ビル３Ｆ 06-6281-5262

佐古歯科医院 中央区南船場３－５－１１　 06-6243-4618

井上歯科クリニック 中央区南船場３－１１－１８　郵政福祉心斎橋ビル２Ｆ 06-6282-0032

岩崎歯科医院 中央区島之内１－１７－１１　アーバン長堀ビル２Ｆ 06-6241-1812

高田歯科クリニック 中央区島之内２－１２－２０　 06-6211-2672

（医）藤原歯科医院 中央区島之内１－７－１８　 06-6251-6480

福武歯科 中央区島之内１－２２－２０　堺筋ビル２Ｆ－２０１ 06-6261-7509

やまだみさデンタルクリニック 中央区島之内１－２０－１１　深川ビル２Ｆ 06-6282-0118

松田歯科診療所 中央区東心斎橋２－８－１６　 06-6211-7871

川崎歯科医院 中央区東心斎橋２－５－１７　 06-6211-7985

吉田歯科医院 中央区東心斎橋１－１０－１　　２Ｆ 06-6261-8648

澤田歯科医院 中央区心斎橋筋１－５－２８　心斎橋コアービル２Ｆ 06-6252-0118

嶽北歯科医院 中央区心斎橋筋１－３－１５　 06-6253-0648

山本歯科 中央区心斎橋筋１－１－１　心斎橋クラシック６Ｆ 06-4963-7321

西村歯科医院 中央区心斎橋筋１－１０－１１　敬和ビル９Ｆ 06-6253-2900

タスクデンタルクリニック 中央区西心斎橋１－５－５　アーバンＢＬＤ心斎橋４Ｆ 06-6121-7896

（医）栄功会　田中歯科医院 中央区西心斎橋１－１０－４　エースビル３階Ａ号室 06-6241-6455

あぼ歯科医院 中央区西心斎橋１－１０－５　ＤＨビル３Ｆ 06-6271-8147

日野歯科医院 中央区西心斎橋１－１３－１５　三栄心斎橋ビル３Ｆ 06-6243-3048


