
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

もりもと歯科医院 淀川区十八条２－４－５５　 06-6394-5444

古川歯科クリニック 淀川区十八条２－７－４　 06-6395-1020

（医）公英会　伊藤歯科クリニック 淀川区東三国５－１－１　近藤ビル２Ｆ 06-6396-5566

（医）宏和会　池尻歯科医院 淀川区東三国４－１－８　大京ビル東三国ハイツ２Ｆ 06-6395-3300

進戸歯科医院 淀川区東三国４－８－１１　大拓ハイツ１０５号 06-6397-1182

（医）豊歯科医院 淀川区東三国２－１７－２６　 06-6391-1869

（医）大下歯科医院 淀川区東三国４－１９－１７　シャトー高山１Ｆ 06-6397-5545

有泉歯科医院 淀川区東三国６－２１－１３　アルパーク東三国１Ｆ 06-6350-2340

どい歯科医院 淀川区東三国２－３７－１７　 06-4807-4446

川中歯科医院 淀川区東三国２－２８－８　富士ビル１Ｆ 06-6393-6400

池田歯科医院 淀川区東三国５－１２－１０　エンシンビル１Ｆ 06-6392-5418

つじもと歯科クリニック 淀川区東三国４－２－２２　サニーサイド２４０　１０２号 06-6150-1184

（医）晃司歯科医院 淀川区東三国３－１０－３－２０１　 06-6393-8282

（医）同仁会　歯科クリニック 淀川区東三国２－２４－１１　 06-6394-0288

べっとう歯科医院 淀川区東三国１－５－１３　 06-6391-0419

（医）健志会　新大阪ミナミ歯科クリニック 淀川区宮原３－５－３６　新大阪トラストタワー２号館２Ｆ 06-6350-8214

東原歯科 淀川区宮原２－１２－１２　ドルーム新大阪１Ｆ 06-6150-1876

中田歯科医院 淀川区宮原５－４－１８　シャトー新大阪１Ｆ 06-6391-6480

小野歯科医院 淀川区宮原１－８－３　ユニーブル新大阪１Ｆ 06-6396-6480

江藤歯科 淀川区宮原４－３－３９　大広新大阪ビル２Ｆ 06-6392-8450

よしかわ歯科医院 淀川区宮原５－６－９　味楽ビル１階 06-6393-8121

（医）くれしろ歯科 淀川区宮原４－３－１２　明幸ビル２階 06-6393-9046

マスダ歯科 淀川区宮原２－１３－１２　新大阪マスタニオフィション２Ｆ 06-6395-1008

はたなか歯科クリニック 淀川区宮原５－９－３６　 06-6394-1392

安達歯科医院 淀川区西宮原２－７－２　 06-6395-0418

（医）壮心会　藤井歯科クリニック 淀川区西宮原２－７－４５　フルーレ第２新大阪１０２ 06-6397-8518

西浦歯科 淀川区西宮原２－７－３６　サムティ新大阪ＷＥＳＴ１０１ 06-6397-0327

アップル歯科クリニック 淀川区西宮原３－３－６　 06-6350-3003

はやし歯科医院 淀川区三国本町１－１６－８　セントパークアベニュー岡藤１Ｆ 06-6397-8858

大塚歯科クリニック 淀川区三国本町３－３７－３５　ヴュール阪急三国３Ｆ 06-6391-1193

おおの歯科医院 淀川区三国本町２－６－２０－１０１　 06-6396-0332

高本歯科医院 淀川区三国本町３－１４－２０　 06-6393-3414

いしい歯科クリニック 淀川区三国本町３－２－１０　パルム新三国１０１ 06-6399-2442

久家歯科医院 淀川区西三国１－１３－３　 06-6395-0194

深田歯科 淀川区西三国３－３－２４　 06-6391-0048

北村歯科医院 淀川区西三国４－１１－１　 06-6331-3232

あらい歯科医院 淀川区西三国３－１１－１７　 06-6150-8181

一瀬歯科医院 淀川区西三国１－３－１４　ミングルＡＰ西三国一番館１Ｆ 06-6391-1678

せお歯科クリニック 淀川区西三国４－８－１９　三国ビル２Ｆ 06-6399-6193

こまき歯科医院 淀川区西三国３－１８－１　三国ホープハウス１０１ 06-6397-8070

よしや歯科　三国駅前診療所 淀川区西三国３－４－７　阪急三国駅前ビル１Ｆ 06-6151-5511

倉田歯科 淀川区西三国３－５－３　ヤマモトビル２Ｆ 06-6150-4182



城村歯科医院 淀川区西中島４－２－２１　新御堂筋ビル７Ｆ 06-6304-3189

海野歯科医院 淀川区西中島１－１２－１１　 06-6305-4888

イマガワ歯科クリニック 淀川区西中島４－１３－２３　 06-6304-1131

オクムラ歯科医院 淀川区西中島４－１０－４　奥村ビル２Ｆ 06-6305-3366

北條歯科医院 淀川区西中島５－１－８　日研ビル２Ｆ２０１号 06-6301-8573

（医）健志会　ミナミ歯科クリニック 淀川区西中島５－１２－１５　新大阪浪速ビル２Ｆ 06-6885-8214

やま歯科 淀川区西中島６－３－３２　第２新大阪ビル２Ｆ 06-6307-1600

あおば歯科医院 淀川区西中島３－２０－９　中島ビル２Ｆ 06-6100-1182

江口歯科医院 淀川区西中島４－５－２７　雲龍ビル２Ｆ 06-6301-4765

ヨコタ歯科 淀川区西中島６－１－１　新大阪プライムタワー３Ｆ 06-6390-6855

徳永歯科医院 淀川区木川東３－４－３１　 06-6301-5195

（医）ＯＲＡＬ　ＨＥＡＬＴＨ　もりわきデンタルオフィス 淀川区木川東４－１１－９　 06-6390-4618

山田歯科医院 淀川区木川西２－１４－１３　 06-6304-5220

永石歯科医院 淀川区木川西１－４－１７　Ｔ＆Ｍビル１Ｆ 06-6301-3421

伊藤歯科医院 淀川区十三東３－２８－５　 06-6301-5928

内橋歯科医院 淀川区十三東３－５－９　大島紬ビル１Ｆ 06-6301-0081

高田歯科医院 淀川区十三東２－６－８　第２高田ビル１Ｆ 06-6390-1788

（医）宝秀会　末広歯科医院 淀川区十三東２－７－１６　 06-6301-3934

片山歯科医院 淀川区十三東２－１０－６　 06-6302-0093

岡崎矯正歯科 淀川区十三東２－９－６　十三東駅前ビル４Ｆ 06-6889-5855

おおさこ歯科医院 淀川区十三東４－９－１９　 06-6305-6858

松尾歯科医院 淀川区十三東３－１５－３０　 06-6304-5511

十三デンタルクリニック 淀川区十三東２－１２－４７－４Ｆ　 06-4805-8155

片岡歯科医院 淀川区十三東２－９－１０　十三駅前医療ビル４階 06-6308-1204

すぎた歯科 淀川区十三本町１－５－８　十三センタービル５Ｆ 06-6301-4614

とよた歯科矯正歯科 淀川区十三本町１－４－２－２Ｆ　 06-6308-5177

玉利歯科医院 淀川区十三本町２－１４－５　 06-6308-1180

とくなが歯科医院 淀川区十三本町２－９－１５　 06-6301-3970

（医）おくだ歯科医院 淀川区十三本町２－１－２６　十三ＮＬＣビル７Ｆ 06-6302-7447

ふじの歯科医院 淀川区十三本町２－８－３　 06-6301-3147

管原歯科医院 淀川区新北野１－８－１４　千代田ベル十三ビル２Ｆ 06-6300-0160

前原歯科のりこクリニック 淀川区塚本５－６－１７　 06-6309-5944

横山歯科医院 淀川区塚本２－２４－９　ビルズナカオ２Ｆ 06-6305-5097

柳原歯科医院 淀川区塚本２－２８－１６　 06-6301-4549

土井歯科医院 淀川区塚本２－１３－２８　 06-6302-6480

そうま歯科・矯正歯科 淀川区塚本２－１９－１６　 06-6302-1893

山口歯科 淀川区塚本２－２７－８　 06-6100-1418

（医）一宣会　ＫＡＺ　ＤＥＮＴＡＬ　ＯＦＦＩＣＥ 淀川区塚本２－２１－７　メロディア塚本１Ｆ 06-6886-6480

（医）髙森会　吉田歯科クリニック 淀川区十三元今里１－１３－１８　 06-6309-3747

岩鶴歯科医院 淀川区十三元今里２－１４－１８　 06-6301-3324

いりえ歯科 淀川区十三元今里２－２－４７　 06-6302-0298

（医）若葉会　吉村歯科医院 淀川区十三元今里２－１９－９　 06-6306-2113

渚歯科医院 淀川区十三元今里２－５－１８　 06-6301-0465

（医）ときざね歯科クリニック 淀川区十三元今里２－２－４９　ピュア１３－２Ｆ 06-4805-1315



小石歯科医院 淀川区加島２－４－１０　 06-6302-4577

川越歯科医院 淀川区加島３－５－２７　 06-6302-2423

かわばた歯科 淀川区加島３－中２－１６　ＫＳビル２Ｆ 06-6390-2525

まつもと歯科 淀川区加島３－中８－１６　ベルウッド加島Ⅲ１Ｆ 06-6303-8811

きおか歯科医院 淀川区三津屋北１－５－２０　神崎川クリニックビル３Ｆ 06-6307-5830

（医）粧歯会もり歯科医院 淀川区三津屋北１－１６－１３　 06-6308-8080

末廣歯科医院 淀川区三津屋北１－３３－１３　 06-6305-6644

そたに歯科医院 淀川区三津屋北３－１－１５　サンロードノナカ１階 06-4862-4618

ウエノデンタルクリニック 淀川区新高３－８－２０－１０１　 06-6152-5780

（医）あかり会歯科 淀川区新高６－１１－１３　 06-6399-8030

杉本歯科医院 淀川区新高５－３－１７　ジョイ新高 06-6394-2821

スガエ歯科医院 淀川区新高６－１４－１４　プラザ宮田２Ｆ 06-6395-0615

岡田歯科医院 淀川区新高３－９－１４　ピカソ三国ビル３Ｆ 06-6393-8144

近藤歯科 淀川区新高６－５－２１　 06-6395-1543

武富歯科医院 淀川区三津屋南２－８－９　メゾン宝１Ｆ 06-6300-1322

とうがみ歯科クリニック 淀川区三津屋南２－２１－８　 06-6886-1182

ごんだ歯科 淀川区三津屋中２－２－２２　 06-6309-8264


