歯 科

大東市、四條畷市

22-11

歯科健康診査 実施登録歯科医院リスト （大東市、四條畷市）

＊ お住まいの地域で歯科健康診査を受診できる歯科医院を掲載しています。大阪府後期高齢者医療広域連合と大阪府歯科医師会との契約に
基づく歯科医院であれば、下記リスト以外の大阪府内の歯科医院でも歯科健康診査を受診することができます。広域連合ホームページをご確
認いただくか、広域連合またはお住まいの市区町村担当窓口（後期高齢者医療担当）へお問い合わせください。
（この歯科医院リストは作成日時点のものですので、歯科健康診査受診の際は事前に歯科医院へお問い合わせください。）
作成日

郵便番号

住所

574-0001
574-0001
574-0003
574-0004
574-0007
574-0011
574-0011
574-0011
574-0013
574-0022
574-0024
574-0024
574-0025
574-0026
574-0027
574-0032
574-0033
574-0034
574-0036
574-0036
574-0037
574-0037
574-0041
574-0041
574-0041
574-0043
574-0043
574-0044
574-0044
574-0044
574-0045
574-0046
574-0046
574-0046
574-0046
574-0061
574-0062
574-0072
574-0072
574-0072
574-0074
574-0076
574-0077

大東市学園町２－８

575-0002
575-0002
575-0002
575-0002
575-0002
575-0003

四條畷市岡山１－９－４

歯科医院名
武田歯科診療所

大東市学園町３－１４

エスポワールオンジ１Ｆ

学園町ヤマダ歯科クリニック

大東市明美の里町１６－２０

中井歯科

大東市南楠の里町１４－２６

イーストコート１Ｆ

加山歯科医院

大東市北楠の里町２７－１９

発光マンション２Ｆ

松井歯科

大東市北条１－２－２

河口歯科

大東市北条１－８－３５

医療法人 大野歯科医院

大東市北条１－２０－２７

青木歯科医院

大東市中垣内２－１５－１

竹本歯科医院

大東市平野屋１－１－１

はんな歯科医院

大東市泉町１－１－８

相川歯科医院

大東市泉町２－９－１３

メゾンミソラ１Ｆ

大東市御供田４－４－１１
大東市住道２－８－４

宮本歯科医院

ロイヤルメゾン千国１Ｆ

たけい歯科

高倉ビル２Ｆ

ホワイト小児歯科

大東市三住町１７－５

小阪歯科医院

大東市栄和町１－２２

医療法人 橋本歯科クリニック

大東市扇町１３－９

誠光ビル１Ｆ

まきここども歯科クリニック

大東市朋来２－５－３５

サンメゾンイースト１０１

こだま歯科

大東市末広町２－３０２

ガラスの卵テラ住道３Ｆ

医療法人 みたに歯科

大東市末広町１２－１０

横田歯科医院

大東市新町５－１７

医療法人吉風会

大東市新町１２－５

石橋歯科医院

大東市浜町１－１３

岸田歯科医院

北村歯科医院

大東市浜町９－１２

沢辺ビル４Ｆ

園田矯正歯科

大東市浜町１０－１８

キタムラタクヤ歯科医院

大東市灰塚２－２－２０

医療法人友栄会 おくだ歯科医院

大東市灰塚４－１６－３８

キダ歯科医院

大東市諸福４－１－１９

松本歯科医院

大東市諸福４－５－１４

竹本歯科

大東市諸福５－１２－１８

医療法人健奨会 小倉歯科医院

大東市太子田１－１１－６

医療法人 大東歯科医院

大東市赤井１－３－３３

ますかわ歯科

メゾンドールソフィア１Ｆ

大東市赤井１－４－３

ポップタウン住道オペラパーク３Ｆ

医療法人 いそがい歯科クリニック

大東市赤井１－５－４

ラプラス住道２Ｆ

新井歯科

大東市赤井２－２－１３

澤田歯科医院

大東市大東町８－２１

塚本歯科医院

大東市氷野３－２－１０

医療法人三つ葉会

ちあき矯正歯科

大東市深野４－３－８

医療法人かんき会

山田歯科

大東市深野４－４－１２

伊藤歯科クリニック

大東市深野５－２２－１０

サニーコート１Ｆ

栗橋歯科医院

大東市谷川２－１０－５０

医療法人徳洲会 野崎徳洲会病院 歯科・口腔外科

大東市曙町３－１８

医療法人 橋本歯科

大東市三箇３－６－４

メゾン山口１Ｆ

吉野歯科医院
山口歯科

四條畷市岡山１－２５－２２

平井ビル１Ｆ

医療法人 河野歯科

四條畷歯科クリニック

四條畷市岡山２－１－５７

医療法人賢秀会 髙橋歯科医院

四條畷市岡山２－１－７０

医療法人志清会 清水歯科医院

四條畷市岡山２－１６－２９

高橋ナワテ歯科医院

四條畷市岡山東１－８－２

医療法人 のむら歯科

小南忍ケ丘ビル２Ｆ

－1－

令和4年11月1日 現在

電話番号

072-876-1879
072-814-7188
072-876-7890
072-879-6840
072-877-8211
072-876-0929
072-877-0808
072-878-6623
072-873-7880
072-889-2233
072-874-1123
072-875-6480
072-873-8020
072-874-1421
072-872-0046
072-871-0102
072-873-1515
072-874-0124
072-870-7001
072-874-5118
072-871-5367
072-873-3545
072-872-0141
072-889-7049
072-870-1070
072-874-6480
072-874-8846
072-874-8270
072-875-2353
072-874-2233
072-869-3333
072-870-4748
072-875-0999
072-870-8249
072-871-2984
072-875-4082
072-814-7144
072-806-4182
072-870-0878
072-872-4182
072-874-1641
072-872-1943
072-874-7001
072-879-5055
072-803-3055
072-879-0648
072-876-8801
072-879-4780
072-862-1020
（郵便番号順）

歯 科

歯科健康診査 実施登録歯科医院リスト （大東市、四條畷市）

＊ お住まいの地域で歯科健康診査を受診できる歯科医院を掲載しています。大阪府後期高齢者医療広域連合と大阪府歯科医師会との契約に
基づく歯科医院であれば、下記リスト以外の大阪府内の歯科医院でも歯科健康診査を受診することができます。広域連合ホームページをご確
認いただくか、広域連合またはお住まいの市区町村担当窓口（後期高齢者医療担当）へお問い合わせください。
（この歯科医院リストは作成日時点のものですので、歯科健康診査受診の際は事前に歯科医院へお問い合わせください。）
作成日

郵便番号

575-0013
575-0013
575-0013
575-0014
575-0021
575-0023
575-0023
575-0023
575-0023
575-0023
575-0024
575-0032
575-0033
575-0033
575-0035

住所

歯科医院名

四條畷市田原台４－４－２８

たにむら歯科口腔外科

四條畷市田原台４－６－２

上原歯科医院

四條畷市田原台５－１７－１６

医療法人 雲川歯科医院

四條畷市上田原６１３

医療法人和幸会

四條畷市南野１－５－２０

さわだ歯科医院

四條畷市楠公１－１１－４８

医療法人大桑会 たいじ歯科医院

四條畷市楠公１－１１－５８

四條畷なんこう通り歯科

四條畷市楠公１－１４－１

大峠ビル１Ｆ

いあい歯科医院

四條畷市楠公１－１５－８

宏明荘１Ｆ

西田歯科･矯正歯科

たわらだい歯科

阪奈サナトリウム

四條畷市楠公２－９－１５

戸尾歯科クリニック

四條畷市塚脇町５－１２

川村歯科医院

四條畷市米崎町１３－３６

医療法人 山村歯科医院

四條畷市美田町１－３

山内歯科医院

四條畷市美田町７－１０

医療法人紀文会 向井歯科

四條畷市雁屋北町４－１１

むらなか歯科

－2－

令和4年11月1日 現在

電話番号

0743-85-6400
0743-79-9032
0743-71-2345
0743-78-1188
072-877-8801
072-803-4618
072-863-1811
072-878-9630
072-877-7001
072-879-8811
072-878-6588
072-878-8547
072-877-5330
072-862-0123
072-876-3735

（郵便番号順）

