
連携登録医申請受付

医療機関名 〒 住所 TEL HPアドレス

あかお歯科医院 663-8032 西宮市高木西町4-16　パールコート1階 0798-42-8241 https://www.akao-dc.com/

天羽歯科クリニック 662-0822 西宮市松籟荘11-22 0798-53-8007 https://www.amo-dc.com/

いけはた歯科 663-8034 西宮市長田町1-18　メディコート3F 0798-64-1234 https://ikehatashika.com/

いさか歯科医院 662-0051 西宮市羽衣町10-50　グリーン阪神ビル2階 0798-36-6456 http://isaka-dc.com/

石川齒科醫院 661-0033 尼崎市南武庫之荘1-12-20モダリエ2F 06-6438-5565 http://www.ishikawa-dental-office.jp

いつき歯科クリニック 663-8032 西宮市高木西町28番2号　ｴﾊﾞｰｸﾞﾚｲｽ西宮　1階 0798-69-1545 https://www.itsuki-dc.com/

いとうファミリー歯科クリニック 662-0871 西宮市愛宕山10-34 0798-81-3036 http://www.itou-family-dental.com

井上歯科医院 662-0918 西宮市六湛寺町12-10ｻﾝｸﾞﾘｰﾝﾋﾞﾙ 0798-26-3333 -

大塚歯科医院 662-0874 西宮市六軒町11-14 0798-74-4016 -

大家歯科 662-0863 西宮市室川町5-26　竹谷ハイツ105 0798-72-8841 https://www.odc1983.com/

小田中歯科医院 663-8004 西宮市下大市東町3-3 0798-51-6723 -

甲子園口しまはら歯科 663-8101 西宮市松山町13-25　甲子園口グリーンプレイス2F 0798-42-8300 https://ks-dc.jp/

こたけ泌尿器科 662-0911 西宮市池田町9番6号ＪＲ西宮駅ＮＫビル2Ｆ 0798-39-7072 https://www.kotake-uro.com

小山歯科医院 663-8006 西宮市段上町6-21-34　ｸﾞﾛﾘｵｰｻ仁川1F 0798-54-2030 -

斎藤歯科 662-0825 西宮市門戸荘15-3 0798-57-2631 https://saitodental.jp

さくらいデンタルクリニック 663-8003 西宮市上大市1-5-20　メゾン甲東園1F 0798-51-7780 http://www.sakurai-dent.com/

沢田歯科医院 662-0047 西宮市寿町5-17　コジー夙川ビル1階 0798-23-2825 -

歯科岡医院 663-8035 西宮市北口町7-5 0798-67-4460 https://oka-dental.jp/

しげしたデンタルクリニック 662-0016 西宮市甲陽園若江町6-15 0798-70-3330 https://shigeshita.com/

しのはら歯科医院 662-0911 西宮市池田町9-6　JR西宮駅NKビル3階 0798-36-4183 http://shinohara-dental.net/

しのはら歯科クリニック 663-8024 西宮市薬師町8-16 0798-66-8139 -

しらやま歯科クリニック 662-0811 西宮市仁川町2丁目4-13　1Ｆ 0798-56-7001 https://shirayama-shika.com/

末武歯科医院 662-0962 西宮市松下町8-17-201 0798-26-6858 https://suetakedental.com/

すずらん歯科クリニック 662-0862 西宮市青木町2-7　ｵｽﾞｺｰﾄ101 0798-72-8249 -
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たかたに歯科 662-0824 西宮市門戸東町2-4-101 0798-57-3790 https://takatani-shika.com/

卓Family歯科・矯正歯科 663-8035 西宮市北口町22-2　ﾙﾐｴｰﾙ北口1F 0798-66-8855 https://takufamilie-dc.com/

たくまデンタルクリニック 663-8031 西宮市伏原町6-55 0798-61-1141 https://takuma118.com/

たつみ歯科医院 665-0067 宝塚市仁川月見が丘2-57　サンロイヤル仁川1Ｆ 0798-51-6480 https://tatsumi-shika.com/

たむら歯科クリニック 662-0825 西宮市門戸荘15-11　清水ビル1F 0798-81-5860 https://tamura-dentalclinic.jp/

とたに歯科医院 665-0061 宝塚市仁川北2-6-17 0798-57-5701 https://www.totani-dc.jp/

長尾歯科・矯正歯科 662-0051 西宮市青木町14番4号 0798-76-1182

中尾歯科クリニック 662-0812 西宮市甲東園1丁目5-34 0798-53-4618 https://www.nakao-shika.com

なかつじ矯正・小児歯科 663-8032 西宮市髙木西町3-20 0798-65-6333 https://www.nakatsuji-ortho-pedodontic.com/

中津浜デンタルクリニック 663-8013 西宮市門前町2-31 0798-65-5611 http://nakatsuhama.com/

中坪歯科医院 663-8006 西宮市段上町7丁目1-35　松本ビル2F 0798-53-1175 -
西宮北口歯科口腔外科
（旧名：ナチュラルスマイル西宮北

663-8035 西宮市北口町1-2　アクタ西宮東館2F 0798-65-1971 https://naturalsmile.jp/

西北テラス歯科 663-8204 西宮市高松町11-3 0798-56-8461 http://www.terrace-dc.com

西宮ホワイトデンタルクリニック 663-8021 西宮市上之町1番2号 0798-64-2222

野村歯科矯正歯科 662-0837 西宮市広田町13番30号 0798-74-6311 http://dental-nomura.com

長谷川歯科医院 662-0832 西宮市甲風園1-3-3　須沢興産ビル2F 0798-67-7660 https://www.hasegawa418dc.com

浜田歯科医院 662-0912 西宮市松原町4-23 0798-33-5434 https://www.shikahamada.com/

氷見歯科医院 662-0036 西宮市大井手町7-22-102 0798-74-5588 -

広川歯科医院 662-0825 西宮市門戸荘17-50 0798-52-9580 https://hirokawa-dc.com

ヒロデンタルクリニック 663-8204 西宮市高松町1-13 0798-65-8888 https://hiro.dental/

藤田歯科 665-0061 宝塚市仁川北2-1-24 0798-57-5418 https://www.fujitadental.net/

藤森歯科クリニック 662-0825 西宮市門戸荘13番15号　ラポール門戸Ⅱ2F 0798-54-5687 http://fujimori-dental.cihp2.jp

丸山歯科クリニック 662-0812 西宮市甲東園3丁目3-22　パークハイム甲東1階 0798-52-1100 https://maruyama-dentistry.com/

宮川デンタルクリニック 662-0073 西宮市松風町4-15　風雅苦楽園1F 0798-75-4618 http://www.miyagawa-dental.com/
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村松歯科医院 662-0825 西宮市門戸荘17-67　モナミハイツ1階 0798-53-8811 https://muramatsushikaiin.com

山本デンタルクリニック 663-8003 西宮市上大市2丁目3-19　ヴィラ甲東園1階 0798-53-1182 https://yamamotodentalclinic.com/

よこやま歯科医院 663-8024 西宮市薬師町1-72　ロイヤルコートヤード西宮1階 0798-67-1182 https://yokoyama1182.com/

吉田歯科医院 663-8136 西宮市笠屋町20-19　アスティ武庫川1F 0798-46-7480 https://www.ydo-asty.com/

わたる歯科医院 662-0844 西宮市西福町5番16号　302号室 0798-68-6480 https://watarudental.cihp2.jp/

※網掛けは開放型病床登録医 3/3

https://muramatsushikaiin.com/
https://www.ydo-asty.com/
https://watarudental.cihp2.jp/

