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障害者歯科診療地域受け入れ医療機関登録のお願い 
 

拝啓 寒冷の候、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

 平素は、当センター運営に格別のご協力ならびにご高配を賜わり、厚く御礼申し上げます。 

さて、神戸市においては現在、神戸市立医療センター西市民病院および、こうべ市歯科センター

が中心となり障害者歯科診療を行っておりますが、受診者や介助者の高齢化に伴い、センター等へ

の通院が困難になり、地域の医療機関をかかりつけ医としたいという要望を耳にすることも多くな

りました。 

また、実際に「こうべ市歯科センター」においても地域の診療所に通院したいという希望をお持

ちの方や、障害の程度も軽度で地域の医療機関で対応可能な方が多数おられ、地域歯科診療所での

受け入れ強化が急務といえます。 

そこで今回、会員の先生方に、地域での障害者診療受け入れ医院を募らせていただき、登録いた

だいた診療所を当会のホームページに掲載し、リストを作成して障害者施設等に配布したいと考え

ております。 

登録希望の医療機関は、裏面の登録希望用紙に必要事項を記入して頂き、12月 28日（金）まで

にこうべ市歯科センター事務室宛ＦＡＸまで（０７８‐６１１‐８８９９）ご返送賜りますよう、

よろしくご協力の程お願い申し上げます。 
 

 

 

登録医療機関は、障害者の受診希望を原則として断らず受け入れて、初診対応

していただき、必要に応じて西市民病院やこうべ市歯科センターと連携してい

ただければと思います。また、こうべ市歯科センターにて定期開催している

「診療所間連携研修会」には必ず出席していただくようお願いいたします。 

特に日本障害者歯科学会認定医の先生方、こうべ市歯科センター出務経験のあ

る先生方等、障害者歯科診療の経験のある先生方は積極的に登録していただく

ようお願いいたします。 
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□ 障害者歯科診療地域受け入れ医療機関  登録希望用紙 
 

※ 登録希望の方は 12月 28日（金）までにＦＡＸ（０７８－６１１－８８９９）にてご返送ください。 

 

医療機関名  

住  所      区 

電話番号 078 ―       ―                  

ホームページ  

診療時間 

 

（月）午前   ：   ～  ：   午後  ：  ～  ：  

（火）午前   ：   ～  ：   午後  ：  ～  ： 

（水）午前   ：   ～  ：   午後  ：  ～  ： 

（木）午前   ：   ～  ：   午後  ：  ～  ： 

（金）午前   ：   ～  ：   午後  ：  ～  ： 

（土）午前   ：   ～  ：   午後  ：  ～  ： 

（日）午前   ：   ～  ：   午後  ：  ～  ： 

不定期休診等（                             ） 

休診日            曜日 

駐車場      有り    ・    無し 

乗り降りの為の駐車 可     ・    不可 

エレベータの有無 

(２階以上の診療所の

場合) 
有り    ・    無し 

診療所内段差 有り（約    ｃｍ    段） ・ スロープ ・ 無し 

車椅子利用 

可能トイレ 
     有り    ・     無し 

訪問診療対応      可     ・     不可 

障害者歯科 

治療経験 

障害者歯科学会認定医・口腔保健センター等 

歯科口腔外科・歯科麻酔科・障害者歯科治療部・ 

その他（                             ） 

その他特記事項 

例）手話対応可 

  大型車椅子不可 

         等 
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地域での障害者歯科診療の取組みについて 

 

平成 30 年 12 月 11 日に、神戸市歯科医師会会員の 805 機関に（別紙）「障害

者歯科診療地域受け入れ医療機関登録のお願い」を発出。平成 30年 12月 28日

をもって応募を締め切ったところ、114機関から登録希望の報告があった。 

 

 

■区別 登録希望医療機関数 

区 医療機関数 

東灘区 16 

灘区 13 

中央区 16 

兵庫区 12 

長田区 11 

須磨区 9 

垂水区 7 

北区 16 

西区 14 

合計 114 

 

 

今後のスケジュール 

3月下旬 神戸市歯科医師会ホームページに障害者歯科診療 

地域受け入れ医療機関を公開（予定） 



障害者歯科診療地域受け入れ登録希望機関リスト

地区 会員氏名 医療機関名
東灘区 池田　日出夫 いけだ　歯科
東灘区 石﨑　順啓 石崎　歯科医院
東灘区 石田　寿夫 医療法人社団　雨ノ神　歯科
東灘区 上田　健司 上田　歯科医院
東灘区 梅村　智 梅村　歯科医院
東灘区 小泉　尚司 こいずみ　歯科医院
東灘区 坂田　勝憲 坂田　歯科医院
東灘区 髙木　景子 たかぎ　歯科医院
東灘区 高橋　進吾 たかはし　歯科
東灘区 高橋　伸六 高橋　歯科・小児歯科医院
東灘区 竹野々　巌 たけのの　歯科
東灘区 中川　眞 中川　歯科医院
東灘区 福島　和弘 ふくしま　歯科・矯正歯科
東灘区 船岡　勝博 船岡　歯科医院
東灘区 森　良順 もり　歯科クリニック
東灘区 米田　光孝 ヨネダ　歯科医院
灘区 入江　庸介 入江　歯科医院
灘区 片野　清 かたの　歯科医院
灘区 久保田　聡 久保田　歯科
灘区 阪本　尚典 阪本　歯科医院
灘区 澤田　修 さわだ　歯科
灘区 鈴田　明彦 鈴田　歯科クリニック
灘区 谷本　博 たにもと　歯科
灘区 野村　慶馬 医療法人社団　野村　歯科医院
灘区 日置　英徳 ひおき　歯科クリニック
灘区 本庄　紘 本庄　歯科医院
灘区 松浦　英樹 松浦　歯科医院
灘区 三島　信之 みしま　歯科医院
灘区 武藏　泰弘 むさし　歯科医院
中央区 大西　徳至 大西　歯科医院
中央区 河南　博之 河南　歯科医院
中央区 高　英保 こう　歯科医院
中央区 杉　真一郎 すぎ　歯科クリニック
中央区 杉岡　伸悟 シティタワー神戸三宮　歯科
中央区 鄭　哲理 てい　歯科医院
中央区 中山　晋 中山　歯科医院
中央区 林　繁男 林　歯科医院
中央区 藤原　充枝 藤原　歯科医院
中央区 本庄　健一 本庄　歯科クリニック
中央区 松村　幸利 松村　歯科医院
中央区 栁田　匡彦 にのみや　歯科医院
中央区 山下　大輔 海岸通　デンタルクリニック
中央区 湯川　誠 さくら　歯科医院
中央区 吉田　利正 ヨシダ　歯科・小児歯科クリニック
中央区 米田　修 よねだ　歯科医院
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障害者歯科診療地域受け入れ登録希望機関リスト

地区 会員氏名 医療機関名
兵庫区 池水　裕一 池水　歯科医院
兵庫区 荻田　雄紀 おぎた　歯科医院
兵庫区 河畑　憲明 河畑　歯科医院
兵庫区 記村　勝之 きむら　歯科医院
兵庫区 清瀬　隆司 清瀬　歯科医院
兵庫区 草部　潤子 福嶋　歯科医院
兵庫区 神原　修 神原　歯科医院
兵庫区 紺田　益誉 こんだ　歯科
兵庫区 清水　浩明 医療法人社団　しみず　歯科クリニック
兵庫区 西尾　眞理子 村岡　歯科医院
兵庫区 橋本　猛央 橋本　歯科医院
兵庫区 三戸岡　直樹 三戸岡　歯科医院
長田区 伊藤　司 つかさ　歯科医院
長田区 内田　斉 内田　歯科医院
長田区 大西　克 おおにし　歯科
長田区 大畑　登代 大畑　歯科診療所
長田区 記村　優 きむら　歯科医院
長田区 末瀬　裕一 末瀬　歯科医院
長田区 髙島　佑介 かもめ歯科
長田区 南條　忠正 南條　歯科医院
長田区 原田　雅之 原田　歯科医院
長田区 平瀬　達次郎 平瀬　歯科医院
長田区 宮井　幸子 宗本　歯科医院
須磨区 石井　隆宏 石井　歯科医院
須磨区 坂口　智計 とも　歯科医院
須磨区 杉村　智行 杉村　歯科医院
須磨区 坪井　孝雄 つぼい　歯科医院
須磨区 鄭　哲浩 てい　歯科医院
須磨区 西山　彰 西山　歯科医院
須磨区 村上　正彌 村上　歯科医院
須磨区 百瀬　深志 モモセ　歯科医院
須磨区 善本　光広 善本　歯科医院
垂水区 梶　宏昭 梶　歯科医院
垂水区 金沢　健泰 けん　歯科クリニック
垂水区 木村　吉伸 きむら　歯科医院
垂水区 近藤　明徳 近藤　歯科医院
垂水区 田村　忠昭 田村　歯科
垂水区 中津　慶二 医療法人社団　中津　歯科医院
垂水区 由良　博 由良　歯科医院
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障害者歯科診療地域受け入れ登録希望機関リスト

地区 会員氏名 医療機関名
北区 井尻　利枝子 井尻　歯科クリニック
北区 井津上　典洋 いづがみ　歯科医院
北区 岩田　邦男 岩田　歯科医院
北区 大石　芳宏 おおいし　歯科クリニック
北区 大澤　誠 大澤　歯科医院
北区 大野　昇 おおの　歯科医院
北区 神山　章 こうやま　歯科医院
北区 高橋　良平 高橋　歯科醫院
北区 武市　寛司 有野台たけいち　歯科
北区 常深　伸介 つねみ　歯科医院
北区 富田　真一 とみた　歯科医院
北区 西尾　嘉高 西尾　歯科クリニック
北区 橋本　昌和 橋本　歯科医院
北区 長谷　勝也 長谷　歯科医院
北区 室井　誠 室井　歯科医院
北区 吉位　尚 よしい　歯科口腔外科クリニック
西区 江崎　信彦 江崎　歯科医院
西区 金川　修己 金川　歯科医院
西区 久保　雅則 久保　歯科医院
西区 幸田　起英 幸田　歯科医院
西区 清水　邦明 ホワイト　歯科クリニック
西区 大黒　博司 だいこく　歯科医院
西区 竹山　彰宏 竹山　矯正歯科
西区 橘　哲司 たちばな　歯科／矯正歯科
西区 西藤　隆弘 にしふじ　歯科医院
西区 廣田　晃一 ひろた　歯科クリニック
西区 森鼻　一浩 もりはな　歯科クリニック
西区 山田　隆史 たかし　デンタルクリニック
西区 吉川　朋宏 よしかわ　歯科医院
西区 渡邉　典子 わたなべ　歯科・小児歯科
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