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北海道大学病院歯科診療センター 口腔系歯科口腔内科診療 北海道札幌市北区北14条西5丁目 1003 1978/08/06

北海道大学病院歯科診療センター 口腔系歯科口腔外科診療 北海道札幌市北区北14条西5丁目 1004 1978/08/06

札幌医科大学附属病院 歯科口腔外科
北海道札幌市中央区南1条西16－
291

1015 1978/08/06

北海道医療大学病院 歯科口腔外科 北海道札幌市北区あいの里2－5－1 1001 1981/08/30

恵佑会札幌病院 歯科口腔外科
北海道札幌市白石区本通14丁目北1
－1

1023 1991/09/08

手稲渓仁会病院 歯科口腔外科
北海道札幌市手稲区前田1条12－1
－40

1034 2000/10/01

市立札幌病院 歯科口腔外科
北海道札幌市中央区北11条西13－1
－1

1033 1998/10/01

JR札幌病院 歯科口腔外科 北海道札幌市中央区北3条東1丁目 1024 1991/09/08

札幌東徳洲会病院 歯科口腔外科
北海道札幌市東区北33条東14－3－
1

1035 2000/10/01

旭川医科大学病院 歯科口腔外科 北海道旭川市緑が丘東2条1－1－1 1016 1980/10/22

北海道中央労災病院 歯科口腔外科 北海道岩見沢市4条東16丁目5 1032 1998/10/01

総合病院釧路赤十字病院 歯科口腔外科 北海道釧路市新栄町21－14 1030 1997/10/01

日鋼記念病院 歯科口腔外科 北海道室蘭市新富町1－5－13 1022 1990/09/09

北斗病院 歯科口腔外科 北海道帯広市稲田町基線7－5 1041 2003/10/01

函館五稜郭病院 歯科口腔外科 北海道函館市五稜郭町38－3 1025 1994/07/29

函館中央病院 歯科口腔外科 北海道函館市本町33－2 1042 2006/10/01

弘前大学医学部附属病院 歯科口腔外科 青森県弘前市在府町5 1017 1979/08/05

青森県立中央病院 歯科口腔外科 青森県青森市東造道2－1－1 1027 1995/10/01

岩手医科大学附属病院歯科医療ｾﾝﾀｰ 口腔外科Ｂ 岩手県盛岡市内丸19－1 1005 1977/10/02

岩手医科大学附属病院歯科医療ｾﾝﾀｰ 口腔外科Ａ 岩手県盛岡市内丸19－1 1006 1978/08/06

岩手県立中央病院 歯科・口腔外科 岩手県盛岡市上田1－4－1 1026 1995/10/01

東北大学病院附属歯科医療センター 歯科顎口腔外科 宮城県仙台市青葉区星陵町4－1 1008 1978/08/06

仙台市立病院 歯科口腔外科
宮城県仙台市太白区あすと長町1-1-
1

1045 2015/10/01

秋田大学医学部附属病院 歯科口腔外科 秋田県秋田市本道1－1－1 1037 2001/10/01

山形大学医学部附属病院 歯科口腔・形成外科 山形県山形市飯田西2－2－2 1018 1981/08/30

山形県立中央病院 歯科口腔外科 山形県山形市青柳1800 1043 2012/10/01

日本海総合病院 歯科口腔外科 山形県酒田市あきほ町30 1046 2016/10/01

奥羽大学歯学部附属病院 口腔外科 福島県郡山市富田町三角堂31－1 1010 1979/01/28

総合南東北病院 歯科口腔外科 福島県郡山市八山田7－115 1047 2016/10/01

寿泉堂綜合病院 歯科口腔外科 福島県郡山市駅前1－1－17 1048 2016/10/01

福島県立医科大学附属病院 歯科口腔外科 福島県福島市光が丘1 1019 1989/09/17

いわき市立総合磐城共立病院 歯科口腔外科 福島県いわき市内郷御厩町久世原16 1020 1984/09/02

会津中央病院 歯科・歯科口腔外科 福島県会津若松市鶴賀町1－1 1039 2001/10/01

－1－
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新潟大学医歯学総合病院 口腔再建外科 新潟県新潟市中央区旭町通1－754 1011 1978/08/06

新潟大学医歯学総合病院 顎顔面外科 新潟県新潟市中央区旭町通1－754 1012 1978/08/06

日本歯科大学新潟病院 口腔外科 新潟県新潟市浜浦町1－8 1013 1979/01/28

新潟県立中央病院 歯科口腔外科 新潟県上越市新南町205 1038 2001/10/01

長岡赤十字病院 歯科口腔外科 新潟県長岡市千秋2－297－1 1044 2013/10/01

筑波大学附属病院 歯科口腔外科 茨城県つくば市天久保2－1－1 2020 1984/09/02

霞ヶ浦医療センター 歯科口腔外科 茨城県土浦市下高津2－7－14 2085 2014/10/01

総合病院水戸協同病院 歯科口腔外科 茨城県水戸市宮町3-2-7 2088 2016/10/01

東京医科大学茨城医療センター 歯科口腔外科 茨城県稲敷郡阿見町中央3－20－1 2089 2016/10/01

獨協医科大学病院 口腔外科 栃木県下都賀郡壬生町北小林880 2021 1978/08/06

自治医科大学附属病院 歯科口腔外科 栃木県下野市薬師寺3311－1 2022 1978/08/06

栃木医療センター 歯科口腔外科 栃木県宇都宮市中戸祭1－10－37 2053 1999/10/01

宇都宮記念病院 歯科口腔外科 栃木県宇都宮市大通り1－3－16 2080 2012/10/01

那須赤十字病院 歯科口腔外科 栃木県大田原市中田原1081－4 2090 2016/10/01

群馬大学医学部附属病院 歯科口腔外科 群馬県前橋市昭和町3－39－15 2023 1978/08/06

高崎総合医療センター 歯科口腔外科 群馬県高崎市高松36 2079 2011/10/01

明海大学付属明海大学病院 口腔外科(１) 埼玉県坂戸市けやき台1－1 2001 1978/08/06

明海大学付属明海大学病院 口腔外科(２) 埼玉県坂戸市けやき台1－1 2002 1978/08/06

防衛医科大学校病院 歯科口腔外科 埼玉県所沢市並木3－2 2025 1983/09/04

埼玉医科大学病院 歯科・口腔外科 埼玉県入間郡毛呂山町毛呂本郷38 2024 1979/01/28

埼玉医科大学総合医療センター 歯科口腔外科 埼玉県川越市鴨田辻道町1981 2047 1996/10/01

草加市立病院 歯科口腔外科 埼玉県草加市草加2－21－1 2068 2006/10/01

埼玉県立がんセンター 歯科口腔外科 埼玉県北足立郡伊奈町小室780 2077 2010/10/01

自治医科大学附属
　さいたま医療センター

歯科口腔外科
埼玉県さいたま市大宮区天沼町1－
847

2084 2013/10/01

東京歯科大学千葉病院 口腔外科 千葉県千葉市美浜区真砂1－2－2 2007 1979/01/28

千葉大学医学部附属病院 歯科・顎・口腔外科 千葉県千葉市中央区亥鼻1－8－1 2026 1977/10/02

千葉メディカルセンター 歯科口腔外科 千葉県千葉市中央区南町1－7－1 2073 2010/10/01

日本大学松戸歯学部付属病院 顎顔面外科 千葉県松戸市栄町西2－870－1 2003 1977/10/02

日本大学松戸歯学部付属病院 口腔外科 千葉県松戸市栄町西2－870－1 2004 1977/10/02

千葉西総合病院 口腔外科 千葉県松戸市金ヶ作107－1 2063 2004/10/01

東京歯科大学市川総合病院 歯科・口腔外科 千葉県市川市菅野5－11－13 2009 1998/10/01

鶴木クリニック医科・歯科 歯科口腔外科 千葉県市川市八幡1－19－13 2064 2004/10/01

船橋中央病院 歯科口腔外科 千葉県船橋市海神6－13－10 2052 1999/10/01

－2－



病 院 名 診療科名 住　　所
認定
番号

認定日

総合病院国保旭中央病院 歯科・歯科口腔外科 千葉県旭市イの1326 2044 1993/07/30

亀田総合病院 歯科口腔外科 千葉県鴨川市東町929 2046 1995/10/01

東京女子医科大学東医療センター 歯科口腔外科 東京都荒川区西尾久2－1－10 2065 2004/10/01

博慈会記念総合病院 歯科口腔外科 東京都足立区鹿浜5-11-1 2087 2014/10/01

帝京大学医学部附属病院 歯科口腔外科 東京都板橋区加賀2－11－1 2059 2002/10/01

日本大学医学部附属板橋病院 歯科口腔外科 東京都板橋区大谷口上町30－1 2074 2010/10/01

昭和大学歯科病院・昭和大学病院
顎顔面口腔外科・口腔腫瘍
外科・頭頸部腫瘍センター

東京都大田区北千束2－1－1 2015 1978/08/06

東邦大学医療センター大森病院 口腔外科 東京都大田区大森西6－11－1 2083 2013/10/01

ＮＴＴ東日本関東病院 歯科口腔外科 東京都品川区東五反田5－9－22 2049 1996/10/01

慶應義塾大学病院 歯科口腔外科 東京都新宿区信濃町35 2027 1980/10/22

東京医科大学病院 歯科口腔外科 東京都新宿区西新宿6－7－1 2028 1977/10/02

東京女子医科大学病院 歯科口腔外科 東京都新宿区河田町8－1 2030 1978/08/06

国立国際医療研究センター病院 歯科口腔外科 東京都新宿区戸山1－21－1 2035 1977/10/02

東京都立墨東病院 歯科口腔外科 東京都墨田区江東橋4－23－15 2078 2011/10/01

日本大学歯学部付属歯科病院 口腔外科Ⅰ
東京都千代田区神田駿河台1－8－
13

2012 1978/08/06

日本大学歯学部付属歯科病院 口腔外科Ⅱ
東京都千代田区神田駿河台1－8－
13

2013 1978/08/06

日本歯科大学附属病院 口腔外科 東京都千代田区富士見2－3－16 2010 1978/08/06

東京歯科大学水道橋病院 口腔外科 東京都千代田区三崎町2－9－18 2062 2003/10/01

三井記念病院 歯科・歯科口腔外科 東京都千代田区神田和泉町1 2040 1982/09/30

聖路加国際病院 歯科口腔外科 東京都中央区明石町9－1 2061 2003/10/01

東京都立大塚病院 口腔科 東京都豊島区南大塚2－8－1 2051 1998/10/01

東京医科歯科大学歯学部附属病院 顎顔面外科 東京都文京区湯島1－5－45 2005 1978/08/06

東京医科歯科大学歯学部附属病院 口腔外科 東京都文京区湯島1－5－45 2006 1978/08/06

東京大学医学部附属病院 顎口腔外科・歯科矯正歯科 東京都文京区本郷7－3－1 2029 1990/09/09

東京都立駒込病院 口腔外科 東京都文京区本駒込3－18－22 2041 1983/09/28

国際医療福祉大学三田病院 歯科口腔外科 東京都港区三田1丁目4－3 2081 2012/10/01

東京医療センター 歯科口腔外科 東京都目黒区東が丘2－5－1 2071 2006/10/01

東海大学医学部付属八王子病院 歯科・口腔外科 東京都八王子市石川町1838 2070 2006/10/01

東京医科大学八王子医療センター 歯科口腔外科 東京都八王子市館町1163 2092 2016/10/01

東京都立多摩総合医療センター 歯科口腔外科 東京都府中市武蔵台2－8－29 2055 2000/10/01

東京西徳洲会病院 口腔外科 東京都昭島市松原町3－1－1 2072 2009/10/01

武蔵野赤十字病院 特殊歯科・口腔外科 東京都武蔵野市境南町1－26－1 2075 2010/10/01

新山手病院歯科口腔外科センター 歯科口腔外科 東京都東村山市諏訪町3－6－1 2086 2014/10/01

－3－
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東京慈恵会医科大学附属第三病院 歯科口腔外科 東京都狛江市和泉本町4-11-1 2091 2016/10/01

鶴見大学歯学部附属病院 口腔外科・顎顔面外科 神奈川県横浜市鶴見区鶴見2－1－3 2018 1978/08/06

鶴見大学歯学部附属病院 口腔内科（第二口腔外科） 神奈川県横浜市鶴見区鶴見2－1－3 2019 1978/08/06

済生会横浜市東部病院 歯科口腔外科
神奈川県横浜市鶴見区下末吉3－6
－1

2039 2001/10/01

横浜市立大学附属病院 歯科・口腔外科 神奈川県横浜市金沢区福浦3－9 2031 1977/10/02

横浜労災病院 歯科・口腔外科 神奈川県横浜市港北区小机町3211 2045 1993/07/30

横浜市立大学附属
　市民総合医療センター

歯科･口腔外科･矯正歯科 神奈川県横浜市南区浦舟町4－57 2057 2001/10/01

神奈川歯科大学附属横浜クリニック 歯科口腔外科
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3－
31－6

2094 2016/10/01

関東労災病院 歯科口腔外科
神奈川県川崎市中原区木月住吉町1
－1

2043 1990/09/09

川崎市立多摩病院 歯科口腔外科
神奈川県川崎市多摩区宿川原1－30
－37

2076 2010/10/01

神奈川歯科大学附属病院 口腔外科 神奈川県横須賀市稲岡町82 2017 1978/08/06

東海大学医学部付属病院 歯科口腔外科 神奈川県伊勢原市望星台 2066 2004/10/01

藤沢市民病院 歯科口腔外科 神奈川県藤沢市藤沢2－6－1 2056 1998/10/01

東海大学医学部付属大磯病院 歯科口腔外科 神奈川県中郡大磯町月京21-1 2093 2016/10/01

山梨大学医学部附属病院 歯科口腔外科 山梨県中央市下河東1110 2033 1984/09/02

富山大学附属病院 歯科口腔外科 富山県富山市杉谷2630 3009 1983/09/28

富山赤十字病院 歯科口腔外科 富山県富山市牛島本町2－1－5 3086 2015/10/01

市立砺波総合病院 歯科口腔外科 富山県砺波市新富町1－61 3059 2004/10/01

厚生連高岡病院 歯科口腔外科 富山県高岡市永楽町5－10 3076 2012/10/01

金沢大学医学部附属病院 歯科口腔外科 石川県金沢市宝町13－1 3007 1977/10/02

石川県立中央病院 歯科口腔外科 石川県金沢市鞍月東2－1 3037 1995/10/01

金沢医療センター 歯科口腔外科 石川県金沢市下石引町1－1 3071 2009/10/01

金沢医科大学病院 歯科口腔科 石川県河北郡内灘町大学1－1 3008 1980/10/22

公立松任石川中央病院 歯科口腔外科 石川県白山市倉光3-8 3087 2016/10/01

福井大学医学部附属病院 歯科口腔外科
福井県吉田郡永平寺町松岡下合月
23－3

3010 1985/09/23

福井県立病院 歯科口腔外科 福井県福井市四ツ井2－8－1 3073 2010/10/01

福井総合病院 歯科口腔外科 福井県福井市江上町58－16－1 3077 2012/10/01

長野市民病院 歯科・歯科口腔外科 長野県長野市富竹1333－1 3078 2012/10/01

北アルプス医療センターあづみ病院 歯科口腔外科
長野県北安曇野市池田町大字池田
3207番地1

3072 2010/10/01

信州大学医学部附属病院 歯科口腔外科 長野県松本市旭3－1－1 3011 1981/08/30

松本歯科大学病院 口腔外科 長野県塩尻市広丘郷原1780 3001 1978/08/06

小諸厚生総合病院 歯科口腔外科 長野県小諸市与良町3－2－31 3039 1996/10/01

飯田市立病院 歯科口腔外科 長野県飯田市八幡町438 3052 2001/10/01
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岐阜大学医学部附属病院 歯科口腔外科 岐阜県岐阜市柳戸1－1 3012 1978/08/06

岐阜県総合医療センター 歯科口腔外科 岐阜県岐阜市野一色4－6－1 3060 2005/10/01

岐阜市民病院 歯科口腔外科 岐阜県岐阜市鹿島町7－1 3083 2014/10/01

総合病院中津川市民病院 歯科口腔外科 岐阜県中津川市駒場1522－1 3055 2003/10/01

岐阜県立多治見病院 歯科口腔外科 岐阜県多治見市前畑町5－161 3049 2000/10/01

東海中央病院 歯科口腔外科 岐阜県各務原市蘇原東島町4－6－2 3053 2002/10/01

朝日大学歯学部附属病院 口腔外科 岐阜県瑞穂市穂積1851 3003 1978/08/06

大垣市民病院 歯科口腔外科 岐阜県大垣市南頬4－86 3027 1985/09/23

静岡市立静岡病院 口腔外科 静岡県静岡市葵区追手町10－93 3036 1994/07/29

静岡市立清水病院 口腔外科 静岡県静岡市清水区宮加三1231 3070 2009/10/01

静岡県立総合病院 歯科口腔外科 静岡県静岡市葵区北安東4－27－1 3085 2015/10/01

磐田市立総合病院 歯科口腔外科 静岡県磐田市大久保512－3 3062 2005/10/01

沼津市立病院 歯科・口腔外科 静岡県沼津市東椎路字春ノ木550 3063 2005/10/01

榛原総合病院 歯科口腔外科 静岡県牧之原市細江2887－1 3068 2007/10/01

浜松医科大学医学部附属病院 歯科口腔外科 静岡県浜松市東区半田山1－20－1 3013 1980/10/22

浜松医療センター 歯科口腔外科 静岡県浜松市中区富塚町328 3041 1996/10/01

聖隷浜松病院 歯科口腔外科 静岡県浜松市中区住吉2－12－12 3075 2011/10/01

愛知学院大学歯学部附属病院 第一口腔外科 愛知県名古屋市千種区末盛通2－11 3005 1978/08/06

愛知学院大学歯学部附属病院 第二口腔外科 愛知県名古屋市千種区末盛通2－11 3006 1978/08/06

愛知学院大学歯学部 口唇口蓋裂センター 愛知県名古屋市千種区末盛通2－11 3069 2008/10/01

名古屋大学医学部附属病院 歯科口腔外科 愛知県名古屋市昭和区鶴舞町65 3015 1978/08/06

名古屋第二赤十字病院 歯科口腔外科 愛知県名古屋市昭和区妙見町2－9 3044 1998/10/01

名古屋市立大学病院 歯科口腔外科 愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂町川澄1 3018 1999/10/01

名古屋医療センター 歯科口腔外科 愛知県名古屋市中区三の丸4－1－1 3031 1991/09/08

名古屋掖済会病院 歯科口腔外科 愛知県名古屋市中川区松年町4－66 3040 1996/10/01

名古屋第一赤十字病院 口腔外科 愛知県名古屋市中村区道下町3－35 3019 1978/08/06

名古屋市立西部医療センター 歯科口腔外科 愛知県名古屋市北区平手町1-1-1 3045 1999/10/01

中京病院 歯科口腔外科 愛知県名古屋市南区三条1-1-10 3082 2013/10/01

大同病院 歯科口腔外科 愛知県名古屋市南区白水町9 3084 2015/10/01

愛知医科大学病院 歯科口腔外科
愛知県愛知郡長久手町大字岩作字
雁又21

3014 1985/08/25

総合大雄会病院 歯科(口腔外科) 愛知県一宮市桜1－9－9 3034 1992/07/27

一宮市立市民病院 歯科口腔外科 愛知県一宮市文京2－2－22 3081 2012/10/01

稲沢市民病院 歯科口腔外科 愛知県稲澤市長束町沼100 3030 1990/09/09
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岡崎市民病院 歯科口腔外科
愛知県岡崎市高隆寺町字五所合3－
1

3021 1979/10/03

春日井市民病院 歯科口腔外科 愛知県春日井市鷹来町1－1－1 3050 2000/10/01

蒲郡市民病院 歯科口腔外科 愛知県蒲郡市平田町向田1－1 3033 1992/07/27

江南厚生病院 歯科口腔外科 愛知県江南市高屋町大松原137番地 3032 1991/09/08

公立陶生病院 歯科口腔外科 愛知県瀬戸市西追分町160 3020 1978/08/06

藤田保健衛生大学病院 歯科口腔外科 愛知県豊明市沓掛町田楽ｹ窪1－98 3016 1978/08/06

豊川市民病院 歯科口腔外科 愛知県豊川市八幡町野路23 3079 2012/10/01

豊田厚生病院 歯科口腔外科 愛知県豊田市浄水町伊保原500－1 3065 2007/10/01

トヨタ記念病院 歯科口腔外科 愛知県豊田市平和町1－1 3080 2012/10/01

豊橋市民病院 歯科口腔外科 愛知県豊橋市青竹町字八間西50 3024 1982/09/30

さくら総合病院 歯科口腔外科 愛知県丹羽郡大口町新宮1－129 3056 2003/10/01

碧南市民病院 歯科口腔外科 愛知県碧南市平和町3－6 3061 2005/10/01

三重大学医学部附属病院 歯科口腔外科 三重県津市江戸橋2－174 3017 1978/08/06

市立伊勢総合病院 歯科口腔外科 三重県伊勢市楠部町3038 3022 1979/10/03

松阪市民病院 歯科口腔外科 三重県松阪市殿町1550 3057 2003/10/01

済生会松阪総合病院 歯科口腔外科 三重県松阪市朝日町1区15番地の6 3074 2010/10/01

市立四日市病院 歯科口腔外科 三重県四日市市芝田2－2－37 3028 1987/10/18

滋賀医科大学医学部附属病院 歯科口腔外科 滋賀県大津市瀬田月輪町 4005 1983/09/04

大津市民病院 歯科口腔外科 滋賀県大津市本宮2－9－9 4014 1984/09/02

大津赤十字病院 歯科口腔外科 滋賀県大津市長等1－1－35 4029 1998/10/01

公立甲賀病院 歯科・口腔外科 滋賀県甲賀郡水口町鹿深3－39 4041 2004/10/01

草津総合病院 歯科口腔外科 滋賀県草津市矢橋町1660 4047 2007/10/01

京都大学医学部附属病院 歯科口腔外科
京都府京都市左京区聖護院川原町
54

4006 1977/10/02

京都医療センター 歯科口腔外科
京都府京都市伏見区深草向畑町1－
1

4017 1989/09/17

洛和会音羽病院京都口腔健康センター
京都府京都市山科区名神京都東イン
ター横

4038 2003/10/01

公立南丹病院 歯科口腔外科
京都府南丹市八木町八木上野25番
地

4050 2012/10/01

大阪歯科大学附属病院 口腔外科第一科
大阪府大阪市中央区大手前1－5－
17

4001 1977/10/02

大阪歯科大学附属病院 口腔外科第二科
大阪府大阪市中央区大手前1－5－
17

4002 1977/10/02

大阪医療センター 歯科口腔外科
大阪府大阪市中央区法円坂2－1－
14

4013 1979/10/03

ＮＴＴ西日本大阪病院 歯科口腔外科
大阪府大阪市天王寺区烏ケ辻2－6
－40

4016 1988/08/21

大阪警察病院 歯科口腔外科
大阪府大阪市天王寺区北山町10－
31

4018 1990/09/09

大阪府立急性期総合医療センター 歯科口腔外科
大阪府大阪市住吉区万代東3－1－
56

4019 1992/07/27

大阪府済生会中津病院 歯科・口腔外科
大阪府大阪市北区芝田二丁目10－
39

4022 1993/07/30
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大阪市立総合医療センタ一 口腔外科
大阪府大阪市都島区都島本通2－13
－22

4025 1995/10/01

森之宮病院 歯科診療部歯科口腔外科
大阪府大阪市城東区森之宮2－1－
88

4051 2014/10/01

市立池田病院 歯科口腔外科 大阪府池田市城南3－1－18 4027 1998/10/01

大阪府立母子保健総合医療センター 口腔外科 大阪府和泉市室堂町840 4020 1992/07/27

近畿大学医学部附属病院 歯科口腔外科 大阪府大阪狭山市大野東377－2 4042 2004/10/01

市立岸和田市民病院 歯科口腔外科 大阪府岸和田市額原町1001 4037 2003/10/01

大阪労災病院 歯科口腔外科 大阪府堺市北区長曽根町1179－3 4012 1979/10/03

堺市立総合医療センター 歯科口腔外科 大阪府堺市堺区南安井町1－1－1 4036 2003/10/01

大阪大学歯学部附属病院 口腔外科１（制御系） 大阪府吹田市山田丘1－8 4003 1978/08/06

大阪大学歯学部附属病院 口腔外科２（修復系） 大阪府吹田市山田丘1－8 4004 1978/08/06

大阪府済生会千里病院 歯科口腔外科 大阪府吹田市津雲台1－1－6 4040 2003/10/01

大阪医科大学附属病院 歯科口腔外科 大阪府高槻市大学町2－7 4007 1977/10/02

市立豊中病院 歯科口腔外科 大阪府豊中市柴原町4－14－1 4034 2000/10/01

市立ひらかた病院 歯科口腔外科 大阪府枚方市禁野本町2－14－1 4052 2015/10/01

八尾市立病院 歯科口腔外科 大阪府八尾市龍華町1－3－1 4044 2005/10/01

神戸大学医学部附属病院 歯科口腔外科 兵庫県神戸市中央区楠町7－5－2 4009 1983/09/04

神戸市立医療センター中央市民病院 歯科口腔外科 兵庫県神戸市中央区港島中町4－6 4015 1987/10/18

六甲アイランド甲南病院 歯科・口腔外科
兵庫県神戸市東灘区向洋町中2丁目
11

4048 2010/10/01

兵庫県立がんセンター 口腔外科 兵庫県明石市北王子町13－70 4024 1994/07/29

関西労災病院 歯科口腔外科 兵庫県尼崎市稲葉荘3－1－69 4031 1999/10/01

兵庫県立尼崎総合医療センター 歯科口腔外科 兵庫県尼崎市東難波町2－17－77 4053 2015/10/01

近畿中央病院 口腔外科 兵庫県伊丹市車塚3－1 4023 1994/07/29

加古川中央市民病院 歯科口腔外科
兵庫県加古川市平岡町一色797－
295

4049 2011/10/01

宝塚市立病院 歯科口腔外科 兵庫県宝塚市小浜4－5－1 4033 2000/10/01

兵庫医科大学病院 歯科口腔外科 兵庫県西宮市武庫川町1－1 4010 1986/09/07

明和病院 歯科口腔外科 兵庫県西宮市上鳴尾町4－31 4054 2016/10/01

姫路赤十字病院 歯科口腔外科 兵庫県姫路市下手野1－12－1 4021 1993/07/30

近畿大学医学部奈良病院 歯科口腔外科 奈良県生駒市乙田町1248－1 4039 2003/10/01

奈良県立医科大学附属病院 口腔外科 奈良県橿原市四条町840 4008 1982/09/30

天理よろづ相談所病院 歯科口腔外科 奈良県天理市三島町200 4028 1998/10/01

高井病院 歯科口腔外科 奈良県天理市蔵之庄町470－8 4055 2016/10/01

和歌山県立医科大学附属病院 歯科口腔外科 和歌山県和歌山市紀三井寺811－1 4011 1981/08/30

紀南病院 歯科口腔外科 和歌山県田辺市新庄町46－70 4045 2006/10/01

－7－



病 院 名 診療科名 住　　所
認定
番号

認定日

鳥取大学医学部附属病院 歯科口腔外科 鳥取県米子市西町36－1 5007 1978/08/06

鳥取赤十字病院 歯科口腔外科 鳥取県鳥取市尚徳町117 5025 2011/10/01

島根大学医学部附属病院 歯科口腔外科 島根県出雲市塩冶町89－1 5008 1982/09/30

松江市立病院 歯科口腔外科 島根県松江市乃白町32－1 5028 2015/10/01

岡山大学病院 口腔外科（再建系） 岡山県岡山市北区鹿田町2－5－1 5001 1977/10/02

岡山大学病院 口腔外科（病態系） 岡山県岡山市北区鹿田町2－5－1 5002 1982/04/01

川崎医科大学医学部附属病院 歯科口腔外科 岡山県倉敷市松島577 5009 1979/01/28

広島大学病院 顎・口腔外科 広島県広島市南区霞1－2－3 5003 1979/01/28

広島大学病院 口腔顎顔面再建外科 広島県広島市南区霞1－2－3 5004 1978/08/06

広島赤十字・原爆病院 歯科･歯科口腔外科 広島県広島市中区千田町1－9－6 5019 1999/10/01

県立広島病院 歯科・歯科口腔外科
広島県広島市南区宇品神田1－5－
54

5021 2001/10/01

福山市民病院 歯科口腔外科 広島県福山市蔵王町5－23－1 5027 2014/10/01

廣島総合病院 歯科口腔外科 広島県廿日市市地御前1－3－3 5023 2005/10/01

山口大学医学部附属病院 歯科口腔外科 山口県宇部市南小串1－1－1 5010 1979/01/28

徳山中央病院 歯科口腔外科 山口県周南市孝田町1－1 5024 2006/10/01

徳島大学病院 歯科口腔外科（口腔内科） 徳島県徳島市蔵本町3－18－5 5005 1977/10/02

徳島大学病院 歯科口腔外科（口腔外科） 徳島県徳島市蔵本町3－18－5 5006 1980/04/01

香川大学医学部附属病院 歯・顎・口腔外科 香川県木田郡三木町池戸1750－1 5011 1986/09/07

香川県立中央病院 歯科口腔外科 香川県高松市番町5－4－16 5026 2013/10/01

愛媛大学医学部附属病院 歯科口腔外科 愛媛県東温市志津川 5012 1980/10/22

高知大学医学部附属病院 歯科口腔外科 高知県南国市岡豊町小蓮 5013 1983/09/04

高知医療センター 歯科口腔外科 高知県高知市池2125－1 5022 2004/10/01

福岡歯科大学医科歯科総合病院 口腔外科 福岡県福岡市早良区田村2－15－1 6005 1977/10/02

福岡大学病院 歯科口腔外科 福岡県福岡市城南区七隈7－45－1 6012 1979/08/05

九州医療センター 歯科・歯科口腔外科 福岡県福岡市中央区地行浜1－8－1 6027 2003/10/01

中央歯科・口腔外科クリニック 歯科口腔外科・歯科
福岡県福岡市中央区大名2－8－1－
4Ｆ

6031 2008/10/01

九州大学病院 顎口腔外科 福岡県福岡市東区馬出3－1－1 6003 1977/10/02

九州大学病院 顔面口腔外科 福岡県福岡市東区馬出3－1－1 6004 1977/12/01

九州中央病院 歯科口腔外科 福岡県福岡市南区塩原3－23－1 6030 2006/10/01

九州歯科大学附属病院 口腔外科
福岡県北九州市小倉北区真鶴2－6
－1

6001 1977/10/02

九州歯科大学附属病院 口腔内科・顎変形症外来
福岡県北九州市小倉北区真鶴2－6
－1

6002 1977/10/02

産業医科大学病院 歯科口腔外科
福岡県北九州市八幡西区医生ケ丘1
－1

6013 1982/09/30

久留米大学医学部
　歯科口腔医療センター

歯科・口腔外科 福岡県久留米市旭町67 6011 1978/08/06

－8－
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佐賀大学医学部附属病院 歯科口腔外科 佐賀県佐賀市鍋島5－1－1 6014 1983/09/04

長崎大学病院 口腔顎顔面外科 長崎県長崎市坂本1－7－1 6007 1977/10/02

長崎大学病院 顎・口腔再生外科室 長崎県長崎市坂本1－7－1 6008 1977/10/02

佐世保共済病院 歯科口腔外科 長崎県佐世保市島地町10－17 6035 2015/10/01

熊本大学医学部附属病院 歯科口腔外科 熊本県熊本市本荘1－1－1 6016 1980/08/31

伊東歯科口腔病院 口腔外科 熊本県熊本市子飼本町3－14 6021 1989/09/17

国保水俣市立総合医療センター 歯科口腔外科 熊本県水俣市天神町1－2－1 6028 2005/10/01

大分岡病院 口腔顎顔面外科・矯正歯科 大分県大分市西鶴崎3－7－11 6029 2006/10/01

大分赤十字病院 歯科口腔外科 大分県大分市千代町3－2－37 6036 2016/10/01

大分大学医学部附属病院 歯科口腔外科 大分県由布市挾間町医大ケ丘1－1 6015 1983/09/04

宮崎大学医学部附属病院 歯科口腔外科・矯正歯科 宮崎県宮崎市清武町木原5200 6017 1980/10/22

県立宮崎病院 歯科口腔外科 宮崎県宮崎市北高松町5－30 6024 1996/10/01

宮崎県立延岡病院 歯科口腔外科 宮崎県延岡市新小路2－1－10 6033 2014/10/01

鹿児島大学病院口腔顎顔面センター 口腔外科 鹿児島県鹿児島市桜ケ丘8－35－1 6009 1977/10/02

鹿児島大学病院口腔顎顔面センター 口腔顎顔面外科 鹿児島県鹿児島市桜ケ丘8－35－1 6010 1981/04/01

今給黎総合病院 歯科口腔外科 鹿児島県鹿児島市下竜尾町4－16 6032 2009/10/01

琉球大学医学部附属病院 歯科口腔外科 沖縄県中頭郡西原町字上原207 6018 1979/01/28

沖縄県立中部病院 歯科口腔外科 沖縄県うるま市字宮里281 6034 2014/10/01

那覇市立病院 歯科口腔外科 沖縄県那覇市古島2－31－1 6037 2016/10/01

－9－


