
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

（医）白鵬会　阪本歯科　矯正歯科　大阪駅前マルビル診療所 北区梅田１－９－２０　大阪マルビル２Ｆ 06-6346-0301

清光歯科医院 北区梅田１－３－１－４００　大阪駅前第１ビル４Ｆ 06-6345-4187

三輪歯科 北区梅田１－２－２－２００　大阪駅前第２ビル２Ｆ 06-6346-0558

（医）星真会　アモウデンタルクリニック 北区梅田１－１１－１００　大阪駅前第４ビル１Ｆ 06-6344-8241

（医）宝樹会　福西歯科クリニック 北区梅田２－５－２５　梅田阪神第１ビルディング５Ｆ 06-6343-7586

大塚歯科第３ビル診療所 北区梅田１－１－３　大阪駅前第３ビル１８Ｆ 06-6344-6480

竹花歯科クリニック 北区梅田１－３－１－２００　大阪駅前第１ビル２Ｆ 06-6341-7604

（医）宏仁会　毎日デンタルクリニック 北区梅田３－４－５　毎日インテシオ４Ｆ 06-6450-1888

Ｈ・Ｙデンタルクリニック　橋本歯科 北区梅田１－２－２－２００　大阪駅前第２ビル２Ｆ 06-6344-9418

（医）祐朋会　うえだ歯科クリニック 北区梅田３－１－１　サウスゲートビルディング１７Ｆ 06-6347-0418

かわさと歯科 北区曽根崎新地１－４－２０　桜橋ＩＭビル４Ｆ 06-6344-5535

佐藤歯科 北区曽根崎新地１－３－２３　ＦＯＯＤＥＡＲビル６Ｆ 06-6344-8100

橋本歯科診療所 北区堂島２－１－１６　フジタ東洋紡ビル１階 06-6343-1715

（医）浦野歯科診療所 北区堂島１－６－２０　堂島アバンザ５Ｆ 06-6455-0766

森田歯科医院 北区堂島１－５－１７　堂島グランドビル１Ｆ 06-6345-3663

猪木歯科堂島診療所 北区堂島浜２－２－２８　堂島アクシスビルＢ－１ 06-6341-8011

（医）皓貴会　田中歯科 北区中之島５－３－６８　リーガロイヤルホテル地下Ｂ１ 06-6443-1051

辻歯科 北区中之島２－３－３３　大阪三井物産ビル１階 06-6222-1345

加納歯科医院 北区芝田１－１－４　阪急ターミナルビル９Ｆ 06-6373-6794

坪井歯科診療所 北区芝田２－２－１３　日生ビル東館４Ｆ 06-6372-3967

オクノ歯科医院 北区芝田１－１－４　阪急ターミナルビル７Ｆ 06-6373-1261

大石歯科診療所 北区芝田２－７－１８　ルーシッドスクエア梅田２Ｆ 06-6372-1541

ＡＰＰＬＡＵＳＥ愛歯やまだ歯科 北区茶屋町１９－１９　阪急茶屋町ビルディング７Ｆ 06-6377-5655

戎歯科医院 北区鶴野町４－Ａ－１２７　 06-6371-6648

（医）白桜会　梅田茶屋町白山歯科クリニック 北区鶴野町１－３　安田ビル２階 06-6377-6480

人見歯科医院 北区中崎西４－１－２　 06-6371-2241

きのした歯科 北区中崎１－６－１６　山本ビル１Ｆ 06-6372-1171

（医）社団皓歯会　阪急グランドビル診療所 北区角田町８－４７　阪急グランドビル２２Ｆ 06-6315-1930

（社医）行岡医学研究会　行岡病院 北区浮田２－２－３　 06-6375-5213

（医）ヒグチ歯科医院 北区浪花町１４－１　 06-6371-3244

さちこ歯科 北区神山町１－７　アーバネックス神山町ビル３Ｆ 06-6363-6480

西川デンタルクリニック 北区堂山町３－３　日生梅田ビル８Ｆ 06-6315-8148

奥野歯科 北区堂山町１７－２２　 06-6361-3269

芦沢歯科クリニック 北区万歳町４－１２　浪速ビル内 06-6314-1445

土岐デンタルクリニック 北区池田町６－１０　ファイン・ファーストビル５Ｆ 06-4800-6480

なかの歯科 北区池田町１６－６　レジュールアッシュ天神橋 06-6881-6800

ささき歯科 北区池田町３－１　ぷららてんま２Ｆ 06-6351-1005

矢鳴歯科 北区同心１－１－２－１０１　ベル・アーバニティ同心１Ｆ 06-6351-2539

本家歯科医院 北区与力町６－２３　キャビン与力町ビル１Ｆ 06-6809-5012

（医）健勝会　後藤歯科クリニック 北区松ヶ枝町１－３　　１Ｆ 06-6358-8249

（医）河野歯科 北区天神橋３－１－１０　 06-6357-0030

いわはし歯科 北区天神橋４－８－２１　ＫＹビル２Ｆ 06-6881-1884

中川歯科医院 北区天神橋６－３－１６　朝日生命大阪天六ビル２Ｆ 06-6357-4181



カモト歯科医院 北区天神橋２－３－１０　サンハイム南森町２Ｆ 06-6358-1078

（医）善友会　山口歯科 北区天神橋３－８－１９　天三北木村ビル２Ｆ 06-6351-5815

奥村歯科医院 北区天神橋２－２－２３　 06-6351-6301

こうり歯科クリニック 北区天神橋６－５－１３　 06-6314-6564

原歯科 北区天神橋３－３－３　イシカワビル１Ｆ 06-6355-0055

（医）五月会田辺歯科医院 北区天神橋２－３－１６　ＡＸＩＳ南森町２ＢＬＤ．２Ｆ 06-6356-0062

（医）石井クリニック歯科医院 北区天神橋５－３－７　 06-6357-3310

天満コンセプトＰ歯科 北区天満橋３－８－１４　　フェスタ天神２Ｆ 06-6882-5151

谷口歯科医院 北区天満３－４－７　ＹＯＩビル２Ｆ 06-6357-1782

宮歯科医院 北区天満２－７－１ー１０１　末沢ビル１階 06-6357-1161

西田歯科医院 北区東天満２－９－１　若杉センタービル２Ｆ 06-6881-0418

（医）輝笑会　いちき歯科 北区東天満１－１０－１０　サンファースト南森町２Ｆ 06-6355-2073

（医）健誠会　増田歯科・矯正歯科 北区東天満１－１１－９　和氣ビル１階１０１ 06-6352-1187

中谷歯科医院 北区天神西町２－３　 06-6363-3892

赤坂歯科診療所 北区西天満４－１２－１７　サンキムラビル４Ｆ 06-6365-9641

由井歯科 北区西天満４－１０－１８　石之ビル２Ｆ 06-6362-9493

高畑歯科 北区西天満４－４－１８　梅ケ枝中央ビル２Ｆ 06-6365-1181

棚橋歯科医院 北区西天満５－１４－１　 06-6312-3686

よしざき歯科 北区西天満５－１３－１２　東梅田レジデンス小島２Ｆ 06-6360-4618

大野歯科 北区太融寺町５－８　　２Ｆ 06-6362-0648

阪田歯科医院 北区太融寺町１－１７　梅田アスカビル２Ｆ 06-6361-9515

水沼歯科医院 北区南森町２－２－７　　１Ｆ 06-6364-8756

森川歯科医院 北区曽根崎１－４－６　新御堂筋ビル６Ｆ 06-6362-0336

白井歯科 北区曽根崎１－１－１２　 06-6311-4180

（医）白歯会　吉川歯科医院 北区中之島３－３－２３　中之島ダイビル５０８ 06-6441-1592

西奥歯科医院 北区中之島３－３－２３　中之島ダイビル７Ｆ 06-6445-2409

（医）松歯会　松本歯科医院 北区天神橋７－２－７　 06-6351-0801

（医）翠山会　天六ほのぼの歯科 北区天神橋７－７－８　メゾンド大淀１０１号 06-6882-8020

まつい歯科医院 北区長柄西１－１－１９　 06-6358-1817

きもと歯科 北区長柄東２－８－３６　淀川リバーサイドビーネ２Ｆ 06-6354-5666

みずのファミリー歯科 北区長柄東３－１－２２　 06-6949-8465

こにし歯科クリニック 北区国分寺１－２－３１　 06-6881-6480

桜井歯科医院 北区中津１－２－１８　桜井ビル新館１Ｆ 06-6373-6480

（医）孝陽会　戸谷歯科クリニック 北区中津２－３－１０　トライスタービル２Ｆ 06-4802-4300

中津歯科クリニック 北区中津１－７－１７　リップル北梅田ビル１Ｆ 06-6372-6947

江上歯科 北区中津３－６－６　 06-6371-8902

（医）大地会　どい歯科クリニック 北区中津１－１４－１０　キャラバンビル中津２階 06-6374-0648

井上歯科医院 北区豊崎５－８－３　 06-6371-1059

（医）光慈会　柳内歯科医院 北区豊崎３－１５－９　第二ショーレイビル１Ｆ 06-6376-0533

（医）木村歯科クリニック 北区豊崎４－１１－１１　ユーハイツ１Ｆ 06-6371-8041

北梅田ロワイヤルおとなこども歯科 北区豊崎５－７－８　リップル豊崎ビル１Ａ号室 06-6372-5000

中津まさデンタルクリニック 北区豊崎５－４－１６　　１階 06-6373-8825

たなか歯科クリニック 北区豊崎３－２０－１０　大明ビル１Ｆ 06-6376-1181

徳永デンタルクリニック 北区本庄西１－１３－１９　パパディカーサ１Ｆ 06-6371-6480

のむら歯科クリニック 北区本庄西２－２２－５　 06-6147-6713

小林歯科医院 北区本庄東２－２－２８　天神橋ホワイトハイツ１Ｆ 06-6374-3043



美島歯科医院 北区本庄東３－９－１３　 06-6375-1685

（医）尾辻会　尾辻会歯科医院 北区本庄東１－１－１０　ライズ８８　１Ｆ 06-6359-2665

（医）恵和会　木下歯科医院 北区本庄東１－２１－１６　 06-6376-4477

おかだ歯科 北区大淀南２－８－１３　グロウス岩井１Ｆ 06-6454-4144

重松歯科医院 北区大淀南１－１１－５　ＩＤビル１Ｆ 06-6345-4618

大野歯科医院 北区大淀中３－３－１３　 06-6458-8060

（医）魁　小坂歯科 北区大淀中２－７－２３　小坂ビル１Ｆ 06-6453-3119

尚原歯科医院 北区大淀中２－６－１０　 06-6458-3370

こばやし歯科クリニック 北区大淀中２－２－７　キリンパークサイド１Ｆ 06-6452-4817

新梅田木村デンタルオフィス 北区大淀中２－１１－８　プレシャーズコーポレーションビル２Ｆ 06-6451-8855

かねしろ歯科医院 北区大淀中３－１５－１１　 06-6454-0418

梅垣歯科新梅田シティ診療所 北区大淀中１－１－８８　梅田スカイビルタワーイースト７Ｆ 06-6453-6838


