
三田市外国語で対応可能な医療機関情報 2016

地区 No. 医療機関名 かな 診療科目 住　　　　所 電話番号 備考

英語△ 中国語△

韓国語△

2 小寺歯科医院 こでら しか いいん 一般歯科，小児歯科，矯正歯科 英語 三田町23-5 562-7000

3 ばんどう歯科 ばんどう しか いいん 一般歯科，小児歯科，矯正歯科，口腔外科 英語 三田町7-4 カタケビル1F 553-2148

4 宮地歯科医院 みやち しか いいん 一般歯科，小児歯科，矯正歯科△，口腔外科 英語△ 天神3-1-5 564-1616

5 たていし小児科 たていし しょうにか 小児科，アレルギー科 英語 駅前町13－6 558-7871 英語対応は小児科のみ

6 中田内科クリニック なかた ないか くりにっく 内科，消化器科，リハビリテーション科 英語 駅前町1-38 JR三田駅ビル3F 563-5700

7 せや眼科 せや がんか 眼科 英語 駅前町8-4 三田サウスⅢ1F 559-8887

8 武本内科診療所 たけもと ないか しんりょうしょ 内科，消化器内科．放射線科 英語△ 中央町10-10 中央第１ビル2F 562-9530
英語対応は基本的な日常診

療程度なら可

9 森本耳鼻咽喉科医院 もりもと じびいんこうか いいん 耳鼻咽喉科 ※ 中央町3-8 563-2492
下記18言語の

耳鼻咽喉科用問診表で対応

10 あらがき矯正歯科 あらがき きょうせい しか 矯正歯科 英語 駅前町2-1 キッピーモール5F 564-1122

11 辻井歯科医院 つじい しか いいん 一般歯科 英語 中町3-8 562-4180

12 中西歯科医院 なかにし しか いいん 一般歯科，小児歯科，矯正歯科 英語 高次1-10-5 564-4841

13 南歯科医院 みなみ しか いいん 一般歯科 英語 駅前町8-4 三田サウスⅢ 2F 563-7400

14 前橋内科循環器科医院 まえはし ないか じゅんかんきか いいん内科，循環器内科，呼吸器科内科 英語 貴志79-1 553-8088

15 もりした小児科 もりした しょうにか 小児科 英語 福島148-1 新三田MCビル3F 567-4188

16 門中医院 もんなか いいん 内科，循環器内科，小児科 英語 広野32-3 567-0010

17 あおぞらクリニック あおぞら くりにっく 外科，肛門外科，胃腸科 英語 大畑字清水357-1 560-0325

18 中井医院 なかい いいん 内科 英語 西相野1018 568-6762

19 杉本歯科医院 すぎもと しか いいん 一般歯科，小児歯科，矯正歯科 英語 つつじが丘北2-2-6 568-0005

※インドネシア語・英語・カンボジア語・スペイン語・タイ語・タガログ語・中国語・クロアチア語・ドイツ語・ハングル語・ベトナム語・ペルシャ語・ポルトガル語・ラオス語・ロシア語・フランス語・ネパール語・アラビア語

南が丘1-30-17 563-2100
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1 大槻歯科医院 おおつき しか いいん
一般歯科，小児歯科，矯正歯科，口腔外科，

審美歯科，インプラント
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20 カシオクリニック かしお くりにっく 内科，小児科，糖尿病内科，消化器内科 英語 狭間が丘2-1-7 564-5014

21 円山医院 まるやま いいん 内科，心療内科 英語 武庫が丘4-1-1 563-8641

22 いまだ内科クリニック いまだ ないか くりにっく
内科，消化器内科，泌尿器科，外科，肛門外科，

乳腺外科，腎臓内科，腫瘍内科
英語△ 武庫が丘7-7-4 M'sⅡ2F 553-6500

英語対応は基本的な日常診

療程度なら可

23 エバラこどもクリニック えばら こども くりにっく 小児科，アレルギー科 英語 中国語 弥生が丘1-11 フラワータウン駅ビル7F 563-1525

24 きしもと歯科 きしもと しか 一般歯科，小児歯科 英語 弥生が丘5-14-3 559-8211

25 長谷川内科医院 はせがわ ないか いいん 内科，糖尿病内科，消化器内科，リハビリテーション科 英語△ あかしあ台1-52-1 565-1465
英語対応は日常会話程度

通訳者同席希望

26 山本医院 やまもと いいん 外科，呼吸器内科，リハビリテーション科 英語 あかしあ台5-32-1 ウッディ殿ビル2F 560-2800

27 田場小児科医院 たば しょうにか いいん 小児科，皮膚科 英語 すずかけ台1-12 565-2525 英語対応は小児科のみ

28 浅井眼科医院 あさい がんか いいん 眼科 英語 すずかけ台2-3-1 えるむプラザ3F 565-3377

29 はやしべ皮フ科 はやしべ ひふか 皮膚科，形成外科，アレルギー科 英語 すずかけ台2-3-1 えるむプラザﾞ3F 565-8808

30 あさはら歯科医院 あさはら しか いいん 一般歯科，小児歯科，矯正歯科 英語△ ゆりのき台5-31-3 553-7111

31 英保歯科 あぼ しか 一般歯科，小児歯科，口腔外科 英語 けやき台3-76-6 565-7766

32 おくしゃ歯科医院 おくしゃ しか いいん 一般歯科，小児歯科 英語△ すずかけ台1-6-1 565-0886

33 たなか歯科医院 たなか しか いいん 一般歯科，小児歯科，矯正歯科，口腔外科 英語 あかしあ台1-52-2 565-2000

34 前田歯科クリニック まえだ しか くりにっく 一般歯科，小児歯科，口腔外科 英語
けやき台1-6-2

イオン三田ウッディタウン１番街
556-5551

35 宮内歯科医院 みやうち しか いいん 一般歯科，小児歯科，矯正歯科 英語 あかしあ台5-32-1 ウッディ殿ビル3F 560-2011

カルチャー

タウン 36 松割歯科クリニック まつわり しか くりにっく 一般歯科，小児歯科，矯正歯科，口腔外科 英語 学園7-1-2 559-8888
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