
令和４年度　明石市後期高齢者歯科健診　指定医療機関一覧
令和４年１２月現在

明石川東地区 明石川西地区

医療機関名 住所 電話番号 医療機関名 住所 電話番号

守内歯科医院 明石市松が丘2丁目3-3 ｺﾑﾎﾞｯｸｽ明舞3F 912-2208 平井歯科医院 明石市西新町1丁目20-26 ﾊｯﾋﾟｰｺｰﾄ明石1F 925-2233

やすだ歯科医院 明石市朝霧台1162-7 913-1313 福水歯科 明石市西新町2丁目15-8 福水ﾋﾞﾙ1階 921-0123

堀歯科医院 明石市朝霧町1丁目38-4 912-8833 中井歯科医院 明石市西新町3丁目11-15 922-2960

ひめの歯科医院 明石市朝霧町3丁目15-12 松月ﾋﾞﾙ2Ｆ 917-0118 かしわぎ歯科医院 明石市西新町3丁目3-1 922-6462

阿部歯科 明石市朝霧南町1丁目488-13 912-8770 中川歯科医院 明石市硯町2丁目2-23 ﾃﾞｨ･ﾏｰﾚ辻本3Ｆ 926-5656

神戸医療生協　協同歯科 明石市朝霧南町2丁目192-3 913-1155 川畑歯科医院 明石市田町1丁目9-30 923-9786

樫林歯科 明石市朝霧南町3丁目13-12 911-5597 安原歯科医院 明石市林崎町2丁目1-10 926-3511

ヨット歯科医院 明石市大蔵町25-6 940-6267 きょうこ歯科クリニック 明石市林崎町3丁目528-2 922-3366

みずた歯科クリニック 明石市荷山町1855-117 995-8059 かみさか歯科医院 明石市西明石南町1丁目9-18 922-5783

にしむら歯科医院 明石市東野町11-47 913-1700 竹森歯科医院 明石市西明石南町1丁目11-2 923-7700

中野歯科医院 明石市東野町1910-6 ﾋﾞｱﾝｺ･ﾃﾞｲﾓｰﾗ1階 914-2161 長谷川歯科診療所 明石市西明石南町2丁目7-20 923-6762

竹内歯科医院 明石市太寺天王町2785-1 917-4778 いづつ歯科 明石市西明石南町3丁目3-30 西明石NKﾋﾞﾙ3F 928-0308

守内歯科医院 明石市太寺3丁目3-32 911-5596 Tamura.D.C.たむらでんたるくりにっく 明石市松の内1丁目13-6 928-1321

倉橋歯科医院 明石市東人丸町34-1 917-3009 はまな歯科医院 明石市松の内2丁目1-6 ｺｰﾎﾟ山口1Ｆ 922-8148

米澤デンタルクリニック 明石市山下町7-20 913-2202 若林歯科医院 明石市野々上1丁目12-19 925-1841

カノミ歯科医院 明石市山下町5-29 917-5289 河本歯科医院 明石市野々上2丁目11-1 927-8346

米沢歯科医院 明石市上ノ丸2丁目1-26 913-6388 たむら歯科クリニック 明石市野々上3丁目13-8 ﾒｲｶﾋﾞﾙ203 921-2111

ヒラサキ歯科 明石市天文町2丁目1-4 917-1800 まの歯科クリニック 明石市小久保１丁目9-6 ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ2番館１F 922-4618

タナカ歯科医院 明石市相生町2丁目2-18 末定ﾋﾞﾙ2階 914-1147 七角歯科医院 明石市小久保1丁目5-1 YKﾋﾞﾙ2Ｆ 927-4188

美田歯科医院 明石市鍛冶屋町4-19　薮田ﾋﾞﾙ2Ｆ 911-3662 小林歯科 明石市小久保2丁目13-6 922-5700

デンタルオフィス北野 明石市東仲ノ町10-18　みなとビル3Ｆ 915-0839 ミナト歯科医院 明石市小久保2丁目2-7 幹線ﾋﾞﾙ2Ｆ 928-0602

藤波歯科医院 明石市東仲ノ町3-25-205 918-2712 青山歯科クリニック 明石市小久保3丁目18-1 ﾊｰﾓﾆｰﾊｲﾂ103 922-3522

森歯科医院 明石市大明石町1丁目9-24 911-2319 三木歯科医院 明石市小久保5丁目17-2 927-5027

田中ひでゆき歯科医院 明石市大明石町1丁目11-8 914-8469 のむらファミリー歯科 明石市沢野南町1丁目1番地の1 立花ビル201 926-5481

川畑歯科医院 明石駅前歯科クリニック 明石市大明石町1丁目6番1号 ﾊﾟﾋﾟｵｽあかし3階 915-2525 たきむら歯科クリニック 明石市沢野3丁目2-7 927-0551

井筒歯科クリニック 明石市大明石町１丁目1-23 ﾋﾟｵﾚ明石南館2Ｆ 918-2511 辻歯科医院 明石市旭が丘21-17 井上ﾋﾞﾙ201 928-1181

芳山歯科医院 明石市大明石町2丁目5-8 第2ｼｬﾄｰ明石103 913-6571 山田歯科医院 明石市明南町1丁目2-6 927-3780

喜多歯科医院 明石市本町1丁目1-26　明不ビル3Ｆ 914-4888 いとう歯科 明石市東藤江1丁目15-35 926-3000

向井歯科クリニック 明石市本町1丁目1-32　明石商工会館ﾋﾞﾙ4Ｆ 918-0085 たてや歯科クリニック 明石市藤江1054-5 920-8852

タンケ歯科医院 明石市本町2丁目5-30 917-3944 めいかい歯科クリニック 明石市藤江212 921-8888

まさい歯科医院 明石市樽屋町4-18 911-2752
大久保地区、魚住・二見地区の指定医療機関は裏面に掲載しています。



大久保地区 魚住・二見地区

医療機関名 住所 電話番号 医療機関名 住所 電話番号

木村歯科医院 明石市大久保町大久保町字寺の上293-3 934-3377 西田歯科医院 明石市魚住町金ヶ崎1608-73 947-6888

きのこ歯科こども歯科 明石市大久保町大久保町450-1 936-4618 木村歯科 明石市魚住町長坂寺440-4 平野ﾋﾞﾙ2Ｆ 947-3321

   たか歯科クリニック    明石市大久保町大久保町592-4みなとテラス大久保2階3号室 964-5459    すぎお歯科    明石市魚住町錦が丘3丁目9-10 946-7288

竹内こども歯科クリニック 明石市大久保町駅前１丁目13-28 小川ﾋﾞﾙ3F 934-8655 すぎお歯科医院 明石市魚住町錦が丘4丁目1-10-101 947-7288

石川歯科医院 明石市大久保町駅前１丁目9-2 935-6565 兼本歯科医院 明石市魚住町清水2242-7 943-1182

ながた歯科クリニック 明石市大久保町駅前1丁目11-4 KMﾋﾞﾙ2F 938-6444 小西歯科医院 明石市魚住町清水2291-1 943-9184

石川ヒロ歯科クリニック 明石市大久保町駅前１丁目8-8 936-8241 柏木歯科医院 明石市魚住町清水2373-4 942-2213

尾西歯科医院 明石市大久保町駅前2丁目2番地の4-203　ｾ･ﾗ･ｳﾞｨ2F 935-2771 正井歯科医院 明石市魚住町中尾150-1 947-6480

八木歯科医院 明石市大久保町駅前2丁目5-2 ｳｨｽﾃﾘｱ弐番館102 935-8118 田川歯科医院 明石市魚住町住吉2丁目29-8 946-0770

佐藤歯科医院 明石市大久保町駅前2丁目2-22 936-0217 西海歯科クリニック 明石市魚住町住吉2丁目13-13 947-8111

いば歯科 明石市大久保町大窪2603-388 936-2885 藤田歯科医院 明石市二見町東二見1331-7 942-0482

津川歯科診療所 明石市大久保町大窪945-1 938-1022 いけざわ歯科医院 明石市二見町東二見799-2 読売･日経ﾋﾞﾙ2階 942-8148

吉本歯科医院 明石市大久保町高丘1丁目11-13 935-4667 太田歯科医院 明石市二見町東二見409-10 944-1605

中島歯科医院 明石市大久保町西脇145-1 938-6901 はすいけ歯科医院 明石市二見町西二見157-5 941-5018

さくら歯科医院 明石市大久保町茜2丁目13-18 915-7820 羽原歯科医院 明石市二見町西二見2014-15 土山駅前ｽｶｲﾊｲﾂB-101 942-3112

のみやま歯科 明石市大久保町福田85-1 201-2670 上田歯科 明石市二見町西二見767-67 942-5588

萬谷歯科医院 明石市大久保町江井島762-1 946-0153 Ｔ'ｓ歯科クリニック 明石市二見町西二見駅前１丁目18　ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ明石店3階 941-0118

横山歯科医院 明石市大久保町江井島字道下716-1 947-2200 ふくだ歯科医院 明石市二見町西二見駅前2丁目50-2 941-7144

ひがしだ歯科クリニック 明石市大久保町江井島916-15-B 995-5590 なごみ歯科クリニック 明石市二見町西二見駅前4丁目20 939-3737

山川歯科医院 明石市大久保町西島820-1 947-5151

栗岡歯科医院 明石市大久保町西島623-4 947-5278

安藤歯科医院 明石市大久保町わかば6-7 934-6001

大久保ゆりのき歯科クリニック 明石市大久保町ゆりのき通1丁目3-1　ﾋﾞｴﾗ大久保2F 936-8877

はるき小児・矯正・歯科 明石市大久保町ゆりのき通1丁目4-2 ﾒﾃﾞｨｶﾙﾓｰﾙ4-102 938-0555

野島歯科医院 明石市大久保町ゆりのき通2丁目2-5 935-4018

大久保南歯科クリニック 明石市大久保町ゆりのき通2丁目2-4-301 935-4618

おかもと歯科クリニック 明石市大久保町ゆりのき通2丁目2-1　AKASAKA HILLS 3F 937-0648


