大阪
氏名

診療所名

診療所所在地

診療所電話番号

橘高 又八郎＊

キツタカ歯科医院

池田市栄町10-3

072-751-2281

荒木 基之

荒木歯科医院

茨木市駅前4-1-23 光徳ビル2F

072-623-6148

新本 竜也

にいもと歯科医院

茨木市桑田町1-1 レヴェヴィラージュ1階

072-630-4618

右遠 英悟＊

右遠歯科医院

茨木市三島丘2丁目26-9

072-621-0872

松島 諒＊

松島歯科医院

大阪市旭区森小路2-16-15

06-6951-5166

田中 康隆＊

医療法人皓貴会 田中歯科

大阪市北区中之島5-3-68 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙB1F

06-6443-1051

奥野 幾久＊

医療法人歯研会 奥野歯科医院

大阪市北区堂島1-2-5 堂北ダイビル1F

06-6341-3234

瀬良 郁代

医療法人歯研会 奥野歯科医院

大阪市北区堂島1-2-5 堂北ダイビル1F

06-6341-3234

六人部 慶彦

むとべデンタルクリニック

大阪市北区堂島2-3-7 シンコービル1F

06-4981-5483

笹田 和裕＊

笹田歯科医院

大阪市住之江区西住之江1-11-7

06-6674-0551

藤井 隆晶

藤井歯科医院

大阪市中央区上汐2-5-12 野尻ビル2階

06-6762-3400

柿本 和俊＊

大阪歯科大学附属病院 高齢者歯科

大阪市中央区大手前1-5-17

06-6910-1081

小正 裕＊

大阪歯科大学附属病院 高齢者歯科

大阪市中央区大手前1-5-17

06-6910-1050

小野 圭昭＊

大阪歯科大学附属病院 高齢者歯科

大阪市中央区大手前1-5-17

06-6910-1081

有川 香織

大阪歯科大学附属病院 高齢者歯科

大阪市中央区大手前1-5-17

06-6910-1081

渋谷 友美

大阪歯科大学附属病院 高齢者歯科

大阪市中央区大手前1-5-17

06-6910-1081

楠本 哲次＊

大阪歯科大学附属病院 補綴咬合治療科

大阪市中央区大手前1-5-17

06-6910-1518

西崎 宏＊

大阪歯科大学附属病院 補綴咬合治療科

大阪市中央区大手前1-5-17

06-6910-1111

吉峰 茂樹＊

大阪歯科大学附属病院 補綴咬合治療科

大阪市中央区大手前1-5-17

06-6910-1111

岡崎 定司＊

大阪歯科大学附属病院 補綴咬合治療科

大阪市中央区大手前1-5-17

06-6910-1111

田中 順子＊

大阪歯科大学附属病院 補綴咬合治療科

大阪市中央区大手前1-5-17

佐藤 正樹＊

大阪歯科大学附属病院 補綴咬合治療科

大阪市中央区大手前1-5-17

06-6910-1085

山本 さつき＊

大阪歯科大学附属病院 補綴咬合治療科

大阪市中央区大手前1-5-17

06-6910-1089

前田 照太＊

大阪歯科大学附属病院 総合診療第一科

大阪市中央区大手前1-5-17

06-6910-1111

馬場 俊輔＊

大阪歯科大学附属病院 口腔インプラント科

大阪市中央区大手前1-5-17

06-6910-1089

額田 和門＊

ヌカタ歯科

大阪市中央区高麗橋1-5-7

06-6231-8789

河村 達也＊

大阪インプラント再生医療センター

大阪市中央区高麗橋3-1-14 高麗橋山本ビル1Ｆ

06-6204-5577

畦崎 泰男＊

うねざき歯科医院

大阪市中央区谷町1-3-12 天満橋リーフビル3Ｆ

06-6949-1819

田中 誠也＊

医療法人栄功会 田中歯科医院

大阪市中央区西心斎橋1-10-4 ｴｰｽﾋﾞﾙ3階A号室

06-6241-6455

井上 淳

井上歯科クリニック

大阪市中央区南船場3-11-18

06-6282-0032

佐古 好正

（医） 創歯会 佐古歯科医院

大阪市中央区南船場3-5-11 りそな心斎橋ビル6Ｆ

06-6243-4618

上田 章浩＊

上田歯科クリニック

大阪市鶴見区横堤3-10-19 堤之ビル5F

06-6911-0489

佐藤 琢也

サトウ歯科デンタルインプラントセンター大阪

大阪市鶴見区放出東3-6-9

06-6961-2940

大阪市天王寺区悲田院町10-48 天王寺ステーションビル

小室 甲＊

小室歯科天王寺ステーションビル診療所

小室 聖子

医療法人崇仁会小室歯科 上本町診療所

大阪市天王寺区上本町6丁目1-55 近鉄百貨店上本町5F

06-6772-4181

安田 俊治

安田歯科医院

大阪市天王寺区堀越町14-19

06-6771-2904

高橋 一也＊

高橋歯科医院

大阪市浪速区大国3-9-23 ローズライフ1F

06-6634-0418

石本 みほ子

高橋歯科医院

大阪市浪速区大国3-9-23 ローズライフ1F

06-6634-0418

光井 寿美子

医療法人和光会 光井歯科診療所

大阪市東淀川区大桐1-16-11 和光ハイツ1F

06-6327-6366

小林 康二

こばやし歯科医院

大阪市平野区背戸口5丁目5－13 森ビル1F

06-6796-9974

藤野 明＊

藤野歯科

大阪市西区京町堀1-1-18

06-6445-1298

岡田 匡史

おかだ歯科

大阪市東住吉区杭全2-7-18

06-6714-8116

今井 敦子＊

いまい歯科

大阪市東住吉区西今川4-7-6

06-6790-4455

村田 洋一＊

村田歯科医院

大阪市福島区鷺洲3-1-2-101

06-6451-2396

川越 善人＊

川越歯科医院

大阪市淀川区加島3-5-27 ｽｰﾊﾟｰﾌﾚｯｼｭしみず2Ｆ

06-6302-2423

中村 公雄＊

（医） 貴和会

大阪市淀川区宮原3-4-30 ニッセイ新大阪ビル9F

06-6395-8011

水野 秀治

（医） 貴和会

大阪市淀川区宮原3-4-30 ニッセイ新大阪ビル9F

06-6395-8011

小島 理恵

医療法人雄理会 小島歯科医院

貝塚市石才675-2

0724-30-0255

佐嶌 英則

さじま歯科医院

交野市森北1-4-5-101

072-810-0777

高井 清史＊

髙井歯科医院

門真市月出町5-30

06-6905-1441

古谷 昌義＊

フルヤ歯科医院

河内長野市木戸1-6-22

0721-52-4618

野首 孝祠＊

野首デンタルクリニック

岸和田市藤井町2-1-29

072-439-8775

泉谷 祐紀員＊

医療法人 センヤ歯科医院

堺市堺区市之町東2-1-20

072-221-2008

浅井 加雄＊

浅井歯科医院

堺市西区平岡町282-3

072-274-5454

稲野 眞治

おだデンタルクリニック

堺市東区西野472-2 U.T.Yビル1F

072-239-1888

吉仲 暢子＊

よしなか歯科クリニック

吹田市寿町2-5-7

06-7894-6480

長島 正＊

大阪大学歯学部附属病院 口腔総合診療部

吹田市山田丘1-8

中村 隆志＊

大阪大学歯学部附属病院 口腔補綴科

吹田市山田丘1-8

06-6879-5111

矢谷 博文＊

大阪大学歯学部附属病院 口腔補綴科

吹田市山田丘1-8

06-6879-5111

石垣 尚一＊

大阪大学歯学部附属病院 口腔補綴科

吹田市山田丘1-8

06-6879-5111

瑞森 崇弘＊

大阪大学歯学部附属病院 口腔補綴科

吹田市山田丘1-8

06-6879-5111

若林 一道＊

大阪大学歯学部附属病院 口腔補綴科

吹田市山田丘1-8

06-6879-5111

中野 環＊

大阪大学歯学部附属病院 口腔補綴科

吹田市山田丘1-8

06-6879-5111

6Ｆ

06-6779-7082

峯 篤史＊

大阪大学歯学部附属病院 口腔補綴科

吹田市山田丘1-8

髙岡 亮太

大阪大学歯学部附属病院 口腔補綴科

吹田市山田丘1-8

前田 芳信＊

大阪大学歯学部附属病院 咀嚼補綴科

吹田市山田丘1-8

池邉 一典＊

大阪大学歯学部附属病院 咀嚼補綴科

吹田市山田丘1-8

06-6879-2359

権田 知也＊

大阪大学歯学部附属病院 咀嚼補綴科

和田 誠大＊

大阪大学歯学部附属病院 咀嚼補綴科

吹田市山田丘1-8

06-6879-2359

吹田市山田丘1-8

06-6879-2359

吹田市山田丘2-2

06-6879-3552

松田 謙一＊
宮本 諭＊

大阪大学大学院歯学研究科 顎口腔機能再建学講座 有床
義歯補綴学・高齢者歯科学分野
大阪大学大学院 医学系研究科 器官制御外科学（整形外
科）

06-6879-2355

田中 隆雄

田中歯科

吹田市新芦屋上23-1 ﾒｿﾞﾝ千里丘ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ2F

06-6878-6480

疋田 陽造＊

ひきだ歯科医院

吹田市垂水町3-35-18 成晃ビル2Ｆ

06-6385-1140

磯貝 文彦

いそがい歯科クリニック

大東市赤井1-4-3 ﾎﾟｯﾌﾟﾀｳﾝ住道ｵﾍﾟﾗﾊﾟｰｸ3F

072-875-0999

仲西 健樹＊

医療法人 仲西歯科医院

高石市東羽衣3-2-20

072-261-1321

山賀 保＊

山賀歯科クリニック

高槻市赤大路町18-22

072-692-8483

上田 直克＊

上田歯科医院

高槻市北園町3-16

072-685-1477

矢田 仁美

山口歯科クリニック

高槻市城北町1-4-36 森川ビル2Ｆ

072-675-0077

上中 彰浩

かみなか歯科クリニック

豊中市熊野町2-10-12

06-6210-6480

辻 功＊

辻歯科医院

豊中市玉井町1-2-1 豊中駅前ビル4F

06-6852-3639

鈴木 秀典＊

一般財団法人サンスター財団附属千里歯科診療所

豊中市新千里東町1-1-3 SENRITOよみうり3F

06-6834-1189

吉備 政仁＊

きび歯科医院

豊中市服部本町5-2-31

06-4866-2020

田峰 謙一

社会医療法人弘道会 寝屋川生野病院

寝屋川市日新町2-8

072-834-9000

伊崎 克弥＊

伊崎歯科医院

阪南市尾崎町2-2-9

072-472-0138

山下 秀介

（医） 山下歯科

東大阪市旭町3-4

0729-81-2632

奥田 昌義＊

小阪奥田歯科医院

東大阪市小阪本町1-2-8-400

06-6724-4406

櫻井 裕也＊

（医） 誠仁会 りょうき歯科クリニック

東大阪市森河内東1-29-9

06-6781-4181

緒方 彰＊

おがた歯科

枚方市釈尊寺町25-26

072-852-1456

佐藤 華子

医療法人 五月会 佐藤歯科

八尾市山本町南4-4-25

072-998-1575

安井 栄＊
山本 千種
＊：指導医

