
都道府県 市 区 施設番号 施設名

大阪府 泉大津市 080150 医療法人眞一会まごころ歯科

茨木市 050560 医療法人岡田歯科

060002 いえだ歯科医院

090097 医療法人　松本歯科医院

大阪狭山市 050556 医療法人西村歯科金剛診療所

大阪市 旭区 051481 医療法人應信会としもり歯科医院

阿倍野区 050561 医療法人白亜会小室歯科阿倍野近鉄百貨店診療所

051778 医療法人エイアンドディ文の里歯科クリニック

070150 医療法人青空会足立歯科クリニック

生野区 070140 医療法人辰野歯科医院

北区 050580 医療法人星真会アモウデンタルクリニック

051775 医療法人洗心会デンタルクリニックシンクトゥースＪＲ大阪駅診療所

051800 大塚歯科第３ビル診療所

060208 医療法人祐朋会うえだ歯科クリニック

此花区 050755 医療法人宏仁会小池歯科医院

170058 医療法人徳旺会長谷川歯科医院

住之江区 070142 医療法人藤浪歯科

090036 医療法人裕歯会ろくもと歯科医院

住吉区 051781 医療法人長尾歯科医院

060163 上谷徹歯科医院

中央区 050555 河村歯科医院

051788 医療法人創歯会佐古歯科医院

070148 医療法人大樹会OBPデンタルクリニック

080151 タスクデンタルクリニック

170061 医療法人真生会福田デンタルクリニック

天王寺区 050565 医療法人小室会小室歯科天王寺ｽﾃｰｼｮﾝﾋﾞﾙ歯科診療所

050566 小室歯科ターミナルビル診療所

051193 医療法人宏心会横田歯科医院

051829 医療法人崇仁会小室歯科上六診療所

浪速区 100124 くきデンタルオフィス

西区 051767 江原歯科医院

西淀川区 050756 藤原歯科医院

東住吉区 060097 ふじわら歯科

東成区 051828 医療法人正宥会林歯科医院

平野区 170062 ひらのファミリー歯科

200052 医療法人渓雲小児歯科フルフィル

都島区 090100 医療法人優俊会みやけ歯科医院

※施設番号は厚生労働省により指定されたものです。
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大阪府 大阪市 淀川区 050562 医療法人公英会伊藤歯科クリニック

051825 株式会社互恵会大阪回生病院

060150 きおか歯科医院

060159 大塚歯科クリニック

交野市 050587 医療法人クレモト歯科小児歯科

門真市 050586 医療法人医之和会小児歯科・矯正スマイルプラザ

051183 磯和歯科医院

岸和田市 100092 医療法人千啓会はっとり歯科クリニック

堺市 北区 051824 医療法人五月会香川新金岡歯科医院

060156 医療法人教歯会奥田歯科医院本院

堺区 050974 社会医療法人同仁会耳原歯科診療所

200053 吉田歯科医院

200056 医療法人爽人会　たかぎ歯科・矯正歯科

西区 051504 医療法人田口歯科

070138 医療法人広畑歯科

080152 医療法人育歯会三谷歯科

南区 051815 医療法人富歯会川上歯科パンジョ診療所

090092 医療法人田中歯科医院

100122 医療法人佑絢会C＆Cナカイデンタルクリニック

吹田市 050764 めいゆう矯正歯科

100123 岡本歯科

100125 医療法人西浦歯科医院

120023 医療法人　翼翔会　安岡デンタルオフィス江坂本院

泉南郡 050577 医療法人うおずみ歯科診療所

050976 かめもと歯科医院

高石市 051837 医療法人仲西歯科医院

170057 もりした歯科医院

高槻市 051799 医療法人近森歯科高槻阪急診療所

豊中市 060109 新田歯科クリニック

富田林市 051772 医療法人いなほ会くまざき歯科山中田診療所

寝屋川市 051427 医療法人育歩会坂井歯科医院

070087 医療法人高真会おかだ歯科・矯正歯科

200058 医療法人謙信会あおぞら歯科クリニック

東大阪市 050567 医療法人誠仁会りょうき歯科クリニック

050568 医療法人山翔会歯科山崎

050973 医療法人幸咲会橋本歯科医院

051269 医療法人ゆめはんな会ヨリタ歯科クリニック

051816 医療法人小川歯科医院

051827 山林歯科医院
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大阪府 東大阪市 051830 医療法人真和会東野歯科医院

070146 医療法人I'sMEDICAL安部歯科医院

160063 医療法人柏康会デンタルクリニックT.T.C.

050576 医療法人宝三会　川本歯科医院

枚方市 051179 三上歯科クリニック

060201 医療法人河津歯科医院

箕面市 050588 医療法人黒木歯科医院

051196 医療法人禄士会大谷歯科箕面

守口市 120097 泉田歯科医院 守口市駅前診療所

八尾市 050582 医療法人甦歯会もりかわ歯科リノアス診療所

130072 医療法人照隅会　田中歯科医院

京都府 木津川市 050754 長澤歯科医院

京田辺市 050551 医療法人社団弘成会牧草歯科医院

京都市 右京区 050552 西出歯科医院

上京区 051790 医療法人明貴会山口歯科医院

下京区 060033 医療法人社団愛泉会山本歯科医院

200057 医療法人とみい歯科クリニック

中京区 051791 医療法人明貴会ＭＴＩ京都インプラントセンター(三条山口歯科医院)

西京区 060173 医療法人清歯会浅井歯科

070136 医療法人清歯会洛西口浅井歯科

伏見区 060073 医療法人くわばら歯科医院

長岡京市 070144 医療法人清風会坂根歯科診療所

兵庫県 明石市 070096 医療法人社団アップル歯科クリニック

170060 山田歯科医院

芦屋市 050766 医療法人社団TDCタバタデンタルクリニック

尼崎市 050765 医療法人社団アオキ歯科医院

051795 医療法人社団徳永歯科クリニック

070101 医療法人翔己会かい歯科

神戸市 北区 051838 医療法人社団誠倫会室井歯科医院

須磨区 200055 医療法人社団のぶ歯科クリニック

中央区 060088 医療法人社団松村歯科医院

170056 医療法人社団シティタワー神戸三宮歯科

兵庫区 080027 医療法人社団松田歯科医院

兵庫県 西宮市 200054 さくらいデンタルクリニック

三田市 050600 医療法人社団おおつき会大槻歯科医院

姫路市 050598 医療法人社団中川歯科医院

051782 医療法人社団森本歯科医院

070079 医療法人社団けんこう会つだ歯科
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奈良県 香芝市 051807 医療法人和歯歯会よしむらファミリー歯科

北葛城郡 050603 岩間歯科

奈良市 050770 医療法人おかもと歯科

051187 医療法人慈心会ＹＡＳデンタルクリニック登美ヶ丘本院

070166 学園前山田兄弟歯科

和歌山県 和歌山市 050604 医療法人金尾好章歯科医院

※施設番号は厚生労働省により指定されたものです。


