
病院名 診療科名  住所  認定番号 認定日

大西病院 歯科口腔外科 北海道旭川市４条１１丁目右３号 准-1001 2008/10/1

釧路労災病院 歯科口腔外科 北海道釧路市中園町１３－２３ 准-1002 2008/10/1

帯広第一病院 歯科口腔外科
北海道帯広市西４条南１５丁目１７－
３

准-1003 2008/10/1

市立旭川病院 歯科口腔外科 北海道旭川市金星町１－１－６５ 准-1009 2009/10/1

東札幌病院 歯科口腔外科
北海道札幌市白石区東札幌三条３－７
－３５

准-1024 2012/10/1

洞爺病院 歯科・歯科口腔外科 北海道虻田郡洞爺湖町高砂１２６番地 准-1030 2013/10/1

吉田病院 歯科口腔外科 北海道名寄市西３条南６丁目 准-1035 2014/10/1

北見赤十字病院 歯科口腔外科 北海道北見市北６条２-１ 准-1040 2016/10/1

市立釧路総合病院 歯科口腔外科 北海道釧路市春湖台１－１２ 准-1041 2016/10/1

共愛会病院 歯科口腔外科 北海道函館市中島町７-２１ 准-1043 2017/10/1

札幌徳洲会病院 歯科口腔外科 北海道札幌市厚別区大谷東１－１－１ 准-1050 2018/10/1

砂川市立病院 歯科口腔外科 北海道砂川市西４条北３丁目１-１ 准-1051 2019/10/1

市立函館病院 歯科・歯科口腔外科 北海道函館市港町１丁目１０-１ 准-1054 2019/10/1

王子総合病院 歯科口腔外科 北海道苫小牧市若草町３丁目４-８ 准-1055 2019/10/1

苫小牧市立病院 歯科・歯科口腔外科
北海道苫小牧市清水町１丁目５番２０
号

准-1058 2020/10/1

函館病院 歯科口腔外科 北海道函館市川原町１８番１６号 准-1062 2021/10/1

八戸赤十字病院 歯科口腔外科
青森県八戸市大字田面木字中明戸２番
地

准-1013 2010/10/1

三沢市立三沢病院 歯科口腔外科 青森県三沢市堀口１６４－６５ 准-1026 2012/10/1

つがる総合病院 歯科口腔外科 青森県五所川原市岩木町１２－３ 准-1044 2017/10/1

八戸市立市民病院 歯科口腔外科 青森県八戸市大字田向字毘沙門平１ 准-1045 2017/10/1

公立野辺地病院 歯科口腔外科 青森県上北郡野辺地町鳴沢９-１２ 准-1053 2019/10/1

岩手県立磐井病院 歯科口腔外科 岩手県一関市狐禅寺大平１７ 准-1010 2009/10/1

仙台徳洲会病院 歯科口腔外科 宮城県仙台市泉区七北田駕籠沢１５ 准-1019 2011/10/1

東北公済病院 歯科口腔外科
宮城県仙台市青葉区国分町２－３－
１１

准-1027 2012/10/1

仙台病院 歯科・歯科口腔外科 宮城県仙台市青葉区堤町３－１６－１ 准-1028 2012/10/1

みやぎ県南中核病院 歯科口腔外科 宮城県柴田郡大河原町西３８－１ 准-1029 2012/10/1

大崎市民病院 歯科口腔外科 宮城県大崎市古川穂波３-８-１ 准-1048 2018/10/1

石巻赤十字病院 歯科口腔外科 宮城県石巻市蛇田字西道下７１ 准-1049 2018/10/1

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

准-1056 2020/10/1

仙台赤十字病院 歯科口腔外科
宮城県仙台市太白区八木山本町２－
４３－３

准-1061 2021/10/1

北秋田市民病院 歯科口腔外科
秋田県北秋田市下杉字上清水沢１６-
２９

准-1006 2008/10/1

秋田労災病院 歯科口腔外科 秋田県大館市軽井沢字下岱３０ 准-1039 2015/10/1
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能代山本医師会病院 歯科口腔外科
秋田県能代市桧山字新田沢１０５-
１１

准-1042 2016/10/1

大館市立総合病院
歯科口腔外科・矯正
歯科

秋田県大館市豊町３-１ 准-1052 2019/10/1

雄勝中央病院 歯科口腔外科 秋田県湯沢市山田勇ヶ岡２５ 准-1059 2020/10/1

大曲厚生医療センター 歯科口腔外科 秋田県大仙市大曲通町８−６５ 准-1060 2021/10/1

鶴岡市立荘内病院 歯科口腔外科 山形県鶴岡市泉町４－２０ 准-1005 2008/10/1

公立置賜総合病院 歯科口腔外科
山形県東置賜郡川西町大字西大塚
２０００

准-1021 2011/10/1

庄内余目病院 歯科口腔外科 山形県東田川郡庄内町松陽１－１－１ 准-1022 2011/10/1

新庄徳洲会病院 歯科口腔外科 山形県新庄市大字鳥越字駒場４６２３ 准-1037 2014/10/1

大町病院 歯科口腔外科
福島県南相馬市原町区大町３丁目９７
番地

准-1014 2010/10/1

大原綜合病院 口腔外科・歯科 福島県福島市大町６－１１ 准-1015 2010/10/1

新潟労災病院 歯科口腔外科 新潟県上越市東雲町１－７－１２ 准-1007 2008/10/1

新潟県立新発田病院 歯科口腔外科 新潟県新発田市本町１丁目２番８号 准-1016 2010/10/1

けいなん総合病院 歯科口腔外科 新潟県妙高市田町２-４-７ 准-1032 2013/10/1

新潟中央病院 歯科口腔外科 新潟県新潟市中央区新光町１-１８ 准-1033 2013/10/1

上越総合病院 歯科口腔外科 新潟県上越市大道福田６１６ 准-1038 2014/10/1

魚沼基幹病院 歯科口腔外科 新潟県南魚沼市浦佐４１３２ 准-1046 2017/10/1

新潟市民病院 歯科口腔外科 新潟県新潟市中央区鐘木４６３-７ 准-1047 2018/10/1

三条総合病院 歯科口腔外科・歯科 新潟県三条市塚野目５－１0－６２ 准-1057 2020/10/1

石岡第一病院 口腔外科 茨城県石岡市東府中１－７ 准-2017 2009/10/1

筑波学園病院 歯科口腔外科 茨城県つくば市上横場２５７３－１ 准-2039 2011/10/1

ひたちなか総合病院 歯科口腔外科 茨城県ひたちなか市石川町２０－１ 准-2040 2011/10/1

協和中央病院 歯科口腔外科 茨城県筑西市門井１６７６－１ 准-2041 2011/10/1

水戸済生会総合病院 歯科口腔外科 茨城県水戸市双葉台３-３-１０ 准-2064 2013/10/1

つくばセントラル病院 歯科口腔外科 茨城県牛久市柏田１５８９－３ 准-2080 2014/10/1

つくばセントラル病院 歯科口腔外科 茨城県牛久市柏田１５８９－３ 准-2080 2014/10/1

古河総合病院 歯科口腔外科 茨城県古河市鴻巣１５５５ 准-2083 2014/10/1

水戸医療センター 歯科口腔外科 茨城県東茨城郡茨木町桜の郷２８０ 准-2099 2017/10/1

北茨城市民病院 歯科口腔外科 茨城県北茨城市関南町関本下１０５０ 准-2104 2018/10/1

山王台病院 歯科口腔外科 茨城県石岡市東石岡４丁目１-３８ 准-2112 2019/10/1

土浦協同病院 歯科口腔外科 茨城県土浦市おおつ野４丁目１－１ 准-2114 2020/10/1

茨城県立中央病院 歯科口腔外科 茨城県笠間市鯉淵６５２８ 准-2119 2020/10/1

牛久愛和総合病院 歯科口腔外科 茨城県牛久市猪子町８９６ 准-2125 2021/10/1

佐野厚生総合病院 歯科口腔外科 栃木県佐野市堀米町１７２８ 准-2015 2008/10/1

菅間記念病院 歯科口腔外科 栃木県那須塩原市大黒町２－５ 准-2016 2008/10/1

国際医療福祉大学病院 歯科口腔外科 栃木県那須塩原市井口５３７－３ 准-2021 2009/10/1



芳賀赤十字病院 歯科口腔外科 栃木県真岡市中郷271 准-2022 2009/10/1

上都賀総合病院 歯科口腔外科 栃木県鹿沼市下田町１-１０３３ 准-2089 2016/10/1

桐生厚生総合病院 歯科口腔外科 群馬県桐生市織姫町６－３ 准-2001 2008/10/1

本島総合病院 歯科・口腔外科 群馬県太田市西本町３－８ 准-2002 2008/10/1

太田記念病院 歯科口腔外科 群馬県太田市大島町４５５-１ 准-2066 2013/10/1

日高病院 歯科口腔外科 群馬県高崎市中尾町８８６ 准-2067 2013/10/1

黒沢病院 歯科・歯科口腔外科 黒沢病
院附属ヘルスパーククリニック

歯科・歯科口腔外科 群馬県高崎市矢中町１８８ 准-2077 2014/10/1

伊勢崎市民病院 歯科口腔外科 群馬県伊勢崎市連取本町１２-１ 准-2111 2019/10/1

公立富岡総合病院 歯科口腔外科 群馬県富岡市富岡2073－１ 准-2122 2020/10/1

公立藤岡総合病院 歯科口腔外科 群馬県藤岡市中栗須８１３−１ 准-2124 2021/10/1

上尾中央総合病院 歯科口腔外科 埼玉県上尾市柏座１－１０－１０ 准-2034 2010/10/1

さいたま北部医療センター 歯科口腔外科
埼玉県さいたま市北区宮原町１-
８５１

准-2043 2011/10/1

蓮田病院 歯科口腔外科 埼玉県蓮田市根金１６６２-１ 准-2044 2011/10/1

羽生総合病院 歯科口腔外科 埼玉県羽生市上岩瀬５５１番地 准-2054 2012/10/1

春日部市立医療センター 歯科口腔外科 埼玉県春日部市中央６－７－１ 准-2055 2012/10/1

彩の国東大宮メディカルセン
ター

歯科口腔外科 埼玉県さいたま市北区土呂町１５２２ 准-2090 2016/10/1

丸山記念総合病院 歯科口腔外科
埼玉県さいたま市岩槻区本町２-１０-
５

准-2091 2016/10/1

深谷赤十字病院 歯科口腔外科 埼玉県深谷市上柴町西５-８-１ 准-2092 2016/10/1

さいたま赤十字病院 口腔外科 埼玉県さいたま市中央区新都心１－５ 准-2098 2017/10/1

TMGあさか医療センター 歯科口腔外科 埼玉県朝霞市溝沼1340-1 准-2108 2019/10/1

埼玉よりい病院 歯科口腔外科 埼玉県大里郡寄居町用土３９５ 准-2110 2019/10/1

堀ノ内病院 歯科・口腔外科 埼玉県新座市堀ノ内２－９－３１ 准-2115 2020/10/1

佐々木歯科・口腔顎顔面ケアク
リニック

千葉県館山市下真倉６２６－１ 准-2008 2008/10/1

さんむ医療センター 歯科口腔外科 千葉県山武市成東１６７ 准-2035 2010/10/1

習志野病院 歯科・口腔外科 千葉県習志野市泉町１－１－１ 准-2045 2011/10/1

君津中央病院 歯科口腔外科 千葉県木更津市桜井１０１０ 准-2047 2011/10/1

千葉県立佐原病院 歯科 千葉県香取市佐原イ２２８５ 准-2056 2012/10/1

成田赤十字病院 歯科口腔外科 千葉県成田市飯田町９０－１ 准-2068 2013/10/1

鎌ヶ谷総合病院 歯科口腔外科 千葉県鎌ヶ谷市初富９２９－６ 准-2069 2013/10/1

千葉医療センター 歯科口腔外科 千葉県千葉市中央区椿森４－１－２ 准-2070 2013/10/1

千葉労災病院 歯科口腔外科 千葉県市原市辰巳台東２－１６ 准-2085 2015/10/1

我孫子聖仁会病院 口腔外科 千葉県我孫子市柴崎１３００ 准-2100 2017/10/1

東千葉メディカルセンター 歯科口腔外科 千葉県東金市丘山台３－６－２ 准-2107 2018/10/1

帝京大学 ちば総合医療セン
ター

歯科口腔外科 千葉県市原市姉崎３４２６－３ 准-2117 2020/10/1

東京女子医科大学附属八千代医
療センター

歯科口腔外科 千葉県八千代市大和田新田477-96 准-2121 2020/10/1



松戸市立総合医療センター 歯科口腔外科 千葉県松戸市千駄堀９９３番地の１ 准-2126 2021/10/1

青梅市立総合病院 歯科口腔外科 東京都青梅市東青梅４－１６－５ 准-2011 2008/10/1

荏原病院 歯科口腔外科 東京都大田区東雪谷４－５－１０ 准-2013 2008/10/1

東京都立広尾病院 歯科口腔外科 東京都渋谷区恵比寿２－３４－１０ 准-2025 2009/10/1

多摩北部医療センター 歯科口腔外科 東京都東村山市青葉町１－７－１ 准-2049 2011/10/1

総合東京病院 歯科口腔外科 東京都中野区江古田３－１５－２ 准-2058 2012/10/1

公立福生病院 歯科口腔外科 東京都福生市加美平１－６－１ 准-2059 2012/10/1

自衛隊中央病院 歯科 東京都世田谷区池尻１－２－２４ 准-2071 2013/10/1

杏林大学病院 顎口腔科 東京都三鷹市新川６－２０－２ 准-2072 2013/10/1

町田市民病院 歯科・歯科口腔外科 東京都町田市旭町２－１５－４１ 准-2073 2013/10/1

東京高輪病院 歯科口腔外科 東京都港区高輪３－１０－１１ 准-2078 2014/10/1

牧田総合病院 歯科口腔外科 東京都大田区大森北１－３４－６ 准-2079 2014/10/1

昭和大学歯科病院 地域連携歯科 東京都大田区北千束２－１－１ 准-2081 2014/10/1

大久保病院 歯科口腔外科 東京都新宿区歌舞伎町２－４４－１ 准-2084 2015/10/1

立川病院 歯科口腔外科 東京都立川市錦町４－２－２２ 准-2086 2015/10/1

東京慈恵会医科大学附属病院 歯科 東京都港区西新橋３－１９－１８ 准-2094 2016/10/1

JR東京総合病院 歯科口腔外科 東京都渋谷区代々木２－１－３ 准-2101 2017/10/1

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 准-2103 2018/10/1

順天堂大学医学部附属順天堂医
院

歯科口腔外科 東京都文京区本郷３－１－３ 准-2105 2018/10/1

国際医療福祉大学三田病院 頭頸部腫瘍センター 東京都港区三田１－４－３ 准-2106 2018/10/1

しらゆりビューティークリニッ
ク

整形外・形成外・美容外・
歯・口腔外・矯正歯科

東京都新宿区新宿２丁目１１-１４
健真ビル

准-2109 2019/10/1

災害医療センター 歯科口腔外科 東京都立川市緑町３２５６ 准-2113 2019/10/1

公立昭和病院 歯科・歯科口腔外科 東京都小平市花小金井８－１－１ 准-2116 2020/10/1

多摩南部地域病院 歯科口腔外科 東京都多摩市中沢２－１－２ 准-2123 2020/10/1

海老名総合病院 歯科・歯科口腔外科 神奈川県海老名市河原口１３２０ 准-2006 2008/10/1

川崎市立川崎病院 歯科口腔外科 神奈川県川崎市川崎区新川通１２－１ 准-2007 2008/10/1

東芝林間病院 歯科口腔外科 神奈川県相模原市上鶴間７－９－１ 准-2027 2009/10/1

横浜総合病院 歯科口腔外科 神奈川県横浜市青葉区鉄町２２０１ 准-2028 2009/10/1

横浜南共済病院 歯科口腔外科
神奈川県横浜市金沢区六浦１－２１－
１

准-2030 2009/10/1

仁厚会病院 歯科口腔外科 神奈川県厚木市中町３－８－１１ 准-2031 2009/10/1

横浜中央病院 歯科口腔外科 神奈川県横浜市中区山下町２６８番地 准-2038 2010/10/1

平成横浜病院 口腔外科 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町５５０ 准-2051 2011/10/1

横浜市立みなと赤十字病院 歯科口腔外科 神奈川県横浜市中区新山３－１２－１ 准-2060 2012/10/1

横浜市立市民病院 歯科口腔外科 神奈川県横浜市保土ヶ谷区岡沢町56 准-2061 2012/10/1

横浜保土ケ谷中央病院 歯科口腔外科
神奈川県横浜市保土ヶ谷区釜台町４３
－１

准-2062 2012/10/1



横浜医療センター 歯科口腔外科 神奈川県横浜市戸塚区原宿３-60-２ 准-2074 2013/10/1

相模原協同病院 歯科口腔外科 相模原市　緑区　橋本台　4-3-1 准-2076 2013/10/1

川崎市立井田病院 歯科口腔外科
神奈川県川崎市中原区井田２－２７－
１

准-2082 2014/10/1

湘南東部総合病院 歯科口腔外科 神奈川県茅ヶ崎市西久保５００ 准-2088 2015/10/1

昭和大学横浜市北部病院 歯科口腔外科
神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央３５
-１

准-2095 2016/10/1

新百合ヶ丘総合病院 歯科口腔外科 神奈川県川崎市麻生区古沢都古２５５ 准-2096 2016/10/1

小澤病院 歯科口腔外科 神奈川県小田原市本町１－１－１７ 准-2097 2016/10/1

JCHO相模野病院 歯科口腔外科
神奈川県相模原市中央区淵野辺１－２
－３０

准-2102 2018/10/1

山梨県立中央病院 口腔外科 山梨県甲府市富士見１－１－１ 准-2118 2020/10/1

富士吉田市立病院 歯科口腔外科 山梨県富士吉田市上吉田東 ７－11－1 准-2120 2020/10/1

南砺市民病院 歯科口腔外科 富山県南砺市井波９３８ 准-3034 2013/10/1

高岡市民病院 歯科口腔外科 富山県高岡市宝町４－１ 准-3060 2020/10/1

富山赤十字病院 歯科口腔外科 富山県富山市牛島本町２－１－５８ 准-3062 2020/10/1

黒部市民病院 歯科口腔外科 富山県黒部市三日市１１０８−１ 准-3064 2021/10/1

公立能登総合病院 歯科口腔外科 石川県七尾市藤橋町ア部６ー４ 准-3018 2009/10/1

福井赤十字病院 歯科・歯科口腔外科 福井県福井市月見２－４－１ 准-3015 2008/10/1

杉田玄白記念公立小浜病院 歯科口腔外科 福井県小浜市大手町２－２ 准-3029 2012/10/1

福井県立病院 歯科口腔外科 福井県福井市四ツ井２－８－１ 准-3061 2020/10/1

組合立諏訪中央病院 歯科口腔外科 長野県茅野市玉川４３００ 准-3010 2008/10/1

長野松代総合病院 歯科口腔外科 長野県長野市松代町松代１８３ 准-3013 2008/10/1

佐久総合病院 歯科口腔外科 長野県佐久市臼田１９７ 准-3019 2009/10/1

相澤病院
口腔病センター　歯
科口腔外科

長野県松本市本庄２－５－１ 准-3026 2011/10/1

佐久市立国保浅間総合病院 歯科口腔外科 長野県佐久市岩村田１８６２－１ 准-3030 2012/10/1

伊那中央病院 特殊歯科・口腔外科 長野県伊那市小四郎久保１３１３-１ 准-3043 2016/10/1

南長野医療センター 篠ノ井総
合病院

歯科口腔外科 長野県長野市篠ノ井会６６６-１ 准-3044 2016/10/1

北信総合病院 特殊歯科口腔外科 長野県中野市西１－５－６３ 准-3051 2017/10/1

浅間南麓こもろ医療センター 歯科口腔外科 長野県小諸市相生町３－３－２１ 准-3065 2021/10/1

諏訪赤十字病院 特殊歯科・口腔外科
長野県諏訪市湖岸通り５丁目 １１番
５０号

准-3066 2021/10/1

高山赤十字病院 歯科口腔外科 岐阜県高山市天満町３－１１ 准-3031 2012/10/1

岐阜県立下呂温泉病院 歯科口腔外科 岐阜県下呂市森２２１１ 准-3056 2019/10/1

木沢記念病院 歯科口腔外科 岐阜県美濃加茂市古井町５９０ 准-3057 2019/10/1

焼津市立総合病院 歯科口腔外科 静岡県焼津市道原１０００ 准-3007 2008/10/1

静岡医療センター 歯科口腔外科 静岡県駿東郡清水町長沢７６２－１ 准-3027 2011/10/1

富士市立中央病院 歯科口腔外科 静岡県富士市高島町５０ 准-3028 2011/10/1

島田市立総合医療センター 歯科口腔外科 静岡県島田市野田１２００－５ 准-3032 2012/10/1



中東遠総合医療センター 歯科口腔外科 静岡県掛川市菖蒲ヶ池１－１ 准-3036 2013/10/1

藤枝市立総合病院 歯科口腔外科 静岡県藤枝市駿河台４－１－１１ 准-3038 2014/10/1

小牧市民病院 歯科口腔外科 愛知県小牧市常普請１－２０ 准-3001 2008/10/1

あいち小児保健医療総合セン
ター

歯科口腔外科 愛知県大府市森岡町７－４２６ 准-3002 2008/10/1

半田市立半田病院 歯科・歯科口腔外科 愛知県半田市東洋町２－２９ 准-3003 2008/10/1

中部労災病院 歯科口腔外科 愛知県名古屋市港区港明１－１０－６ 准-3005 2008/10/1

津島市民病院 歯科口腔外科 愛知県津島市橘町３－７３ 准-3024 2010/10/1

常滑市民病院 歯科口腔外科 愛知県常滑市飛香台３-３-３ 准-3045 2016/10/1

シバタ歯科 歯科口腔外科 愛知県岡崎市羽根西２-６-７ 准-3046 2016/10/1

海南病院 歯科口腔外科 愛知県弥富市前ケ須町３９６ 准-3047 2016/10/1

済衆館病院 歯科口腔外科 愛知県北名古屋市鹿田西村前１１１ 准-3049 2017/10/1

公立西知多総合病院 歯科口腔外科 愛知県東海市中ノ池３－１－１ 准-3050 2017/10/1

聖霊病院 歯科口腔外科
愛知県名古屋市昭和区川名山町５６番
地

准-3052 2018/10/1

名城病院 歯科口腔外科 愛知県名古屋市中区三の丸１－３－１ 准-3054 2019/10/1

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 准-3055 2019/10/1

総合青山病院 歯科口腔外科 愛知県豊川市小坂井町道地１００-１ 准-3058 2019/10/1

三重中央医療センター 歯科口腔外科 三重県津市久居明神町２１５８-５ 准-3037 2013/10/1

伊勢赤十字病院 歯科口腔外科 三重県伊勢市船江１-４７１-２ 准-3048 2016/10/1

紀南病院 歯科口腔外科
三重県南牟婁郡御浜町大字阿田和
４７５０

准-3059 2020/10/1

三重病院 歯科口腔外科 三重県津市大里窪田町３５７ 准-3063 2020/10/1

彦根市立病院 歯科口腔外科 滋賀県彦根市八坂町１８８２ 准-4001 2008/10/1

市立長浜病院 歯科口腔外科 滋賀県長浜市大戌亥町３１３ 准-4012 2009/10/1

滋賀県立総合病院 歯科口腔外科 滋賀県守山市守山５－４－３０ 准-4013 2009/10/1

高島市民病院 歯科口腔外科 滋賀県高島市勝野１６６７ 准-4022 2010/10/1

日野記念病院 歯科口腔外科 滋賀県蒲生郡日野町上野田２００－１ 准-4025 2011/10/1

滋賀病院 歯科口腔外科 滋賀県大津市富士見台１６－１ 准-4026 2011/10/1

東近江総合医療センター 歯科口腔外科 滋賀県東近江市五智町２５５ 准-4027 2011/10/1

長浜赤十字病院 歯科口腔外科 滋賀県長浜市宮前町１４－７ 准-4033 2012/10/1

豊郷病院 歯科口腔外科 滋賀県犬上郡豊郷町八目１２ 准-4045 2014/10/1

大津赤十字病院 歯科・口腔外科 滋賀県大津市長等１－１－３５ 准-4054 2017/10/1

宇治武田病院 歯科・歯科口腔外科 京都府宇治市宇治里尻３６－２６ 准-4014 2009/10/1

京丹後市立久美浜病院 歯科口腔外科 京都府京丹後市久美浜町１６１ 准-4015 2009/10/1

京都第二赤十字病院 歯科口腔外科
京都府京都市上京区釜座通丸太町上ル
春帯町３５５－５

准-4016 2009/10/1

三菱京都病院 歯科口腔外科 京都府京都市西京区桂御所町１ 准-4017 2009/10/1

武田総合病院 歯科口腔外科
京都府京都市伏見区石田森南町２８－
１

准-4018 2009/10/1



舞鶴共済病院 歯科口腔外科 京都府舞鶴市字浜１０３５番地 准-4023 2010/10/1

京都府立医科大学附属病院 歯科
京都府京都市上京区河原町通広小路上
ル梶井町４６５

准-4034 2012/10/1

京都市立病院 歯科口腔外科
京都府京都市中京区壬生東高田町１-
２

准-4047 2014/10/1

JCHO京都鞍馬口医療センター 歯科口腔外科 京都府京都市北区小山下総町27番地 准-4070 2021/10/1

京都民医連中央病院 歯科口腔外科 京都府京都市右京区太秦土本町2番1 准-4072 2021/10/1

岸和田徳洲会病院 口腔外科 大阪府岸和田市加守町４－２７－１ 准-4002 2008/10/1

松原徳洲会病院 歯科口腔外科 大阪府松原市天美東７－１３－２６ 准-4003 2008/10/1

大阪赤十字病院 歯科口腔外科
大阪府大阪市天王寺区筆ヶ崎町５－
３０

准-4004 2008/10/1

大阪回生病院 歯科口腔外科 大阪府大阪市淀川区宮原１－６－１０ 准-4005 2008/10/1

八尾徳洲会総合病院 歯科口腔外科 大阪府八尾市若草町１－１７ 准-4006 2008/10/1

医真会八尾総合病院 歯科口腔外科 大阪府八尾市沼１－４１ 准-4020 2009/10/1

行岡病院 歯科口腔外科 大阪府大阪市北区浮田２－２－３ 准-4035 2012/10/1

枚方公済病院 歯科口腔外科 大阪府枚方市藤坂東町１－２－１ 准-4036 2012/10/1

阪南市民病院 歯科口腔外科 大阪府阪南市下出１７ 准-4037 2012/10/1

市立東大阪医療センター 歯科口腔外科 大阪府東大阪市西岩田３－４－５ 准-4048 2014/10/1

吹田徳洲会病院 歯科口腔外科 大阪府吹田市千里丘西２１－１ 准-4056 2017/10/1

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 准-4057 2017/10/1

耳原総合病院 歯科口腔外科 大阪府堺市協和町４丁４６５ 准-4060 2017/10/1

関西医科大学附属病院 歯科口腔外科 大阪府枚方市新町２－３－１ 准-4062 2018/10/1

りんくう総合医療センター 歯科口腔外科
大阪府泉佐野市りんくう往来北２－
２３

准-4063 2019/10/1

清恵会病院 歯科口腔外科 大阪府堺市堺区南安井町１丁1-１ 准-4065 2019/10/1

松下記念病院 歯科口腔外科 大阪府守口市外島町5-５５ 准-4066 2019/10/1

青山病院 歯科口腔外科 大阪府藤井寺市野中４－１６－２５ 准-4067 2020/10/1

北野病院 歯科口腔外科 大阪府大阪市北区扇町２丁目４−２０ 准-4073 2021/10/1

三菱神戸病院 歯科口腔外科
兵庫県神戸市兵庫区和田宮通６－１－
３４

准-4010 2008/10/1

豊岡病院 歯科口腔外科 兵庫県豊岡市戸枚１０９４ 准-4011 2008/10/1

神戸中央病院 歯科口腔外科 兵庫県神戸市北区惣山町２－１－１ 准-4031 2011/10/1

新須磨病院 歯科口腔外科 兵庫県神戸市須磨区衣掛町３－1－14 准-4038 2012/10/1

済生会兵庫県病院 歯科口腔外科
兵庫県神戸市北区藤原台中町５－１－
１

准-4039 2012/10/1

赤穂市民病院 歯科口腔外科 兵庫県赤穂市中広１０９０ 准-4040 2012/10/1

ときわ病院 歯科口腔外科 兵庫県三木市志染町広野５－２７１ 准-4049 2015/10/1

市立伊丹病院 歯科口腔外科 兵庫県伊丹市昆陽池１-１００ 准-4050 2015/10/1

北播磨総合医療センター 歯科口腔外科 兵庫県小野市市場町９２６－２５０ 准-4051 2015/10/1

公立八鹿病院 歯科口腔外科 兵庫県養父市八鹿町八鹿１８７８－１ 准-4052 2015/10/1

赤穂はくほう会病院 赤穂中央
病院

歯科口腔外科 兵庫県赤穂市加里屋字新町９９ 准-4059 2017/10/1



西脇市立西脇病院 歯科口腔外科 兵庫県西脇市下戸田６５２-１ 准-4061 2018/10/1

川崎病院 歯科口腔外科 兵庫県神戸市兵庫区東山町３-３-１ 准-4064 2019/10/1

西宮市立中央病院 歯科口腔外科 兵庫県西宮市林田町８－２４ 准-4068 2020/10/1

兵庫県立丹波医療センター 歯科口腔外科 兵庫県丹波市氷上町石生2002ｰ7 准-4071 2021/10/1

平成記念病院 歯科口腔外科 奈良県橿原市四条町８２７ 准-4041 2012/10/1

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 准-4069 2020/10/1

南和歌山医療センター 歯科口腔外科 和歌山県田辺市たきない町２７-１ 准-4053 2016/10/1

米子医療センター 歯科口腔外科 鳥取県米子市車尾４－１７－１ 准-5023 2016/10/1

益田赤十字病院 歯科口腔外科 島根県益田市乙吉町イ１０３－１ 准-5002 2009/10/1

玉造病院 歯科・口腔外科 島根県松江市玉湯町湯町１－２ 准-5007 2010/10/1

隠岐病院 歯科口腔外科 島根県隠岐郡隠岐の島町城北町３５５ 准-5011 2011/10/1

浜田医療センター 歯科口腔外科 島根県浜田市浅井町７７７-１２ 准-5012 2011/10/1

津山中央病院 歯科・歯科口腔外科 岡山県津山市川崎１７５６ 准-5021 2015/10/1

倉敷中央病院 歯科 岡山県倉敷市美和1丁目1番1号 准-5026 2020/10/1

呉共済病院 歯科口腔外科 広島県呉市西中央２丁目３番２８号 准-5008 2010/10/1

広島市立広島市民病院 歯科・歯科口腔外科 広島県広島市中区基町７－３３ 准-5013 2011/10/1

中国中央病院 歯科口腔外科
広島県福山市御幸町大字上岩成１４８
－１３

准-5022 2015/10/1

呉医療センター・中国がんセン
ター

歯科口腔外科 広島県呉市青山町３－１ 准-5025 2018/10/1

ヒロシマ平松病院 歯科口腔外科
広島県広島市南区比治山本町１１－
２７

准-5027 2020/10/1

マツダ病院 歯科口腔外科 広島県安芸郡府中町青崎南2-15 准-5028 2021/10/1

総合病院山口赤十字病院 歯科口腔外科 山口県山口市八幡馬場５３－１ 准-5014 2011/10/1

山口県済生会下関総合病院 歯科口腔外科 山口県下関市安岡町８－５－１ 准-5020 2014/10/1

下関医療センター 歯科口腔外科 山口県下関市上新地町３－３－８ 准-5024 2016/10/1

高松赤十字病院 歯科口腔外科 香川県高松市番町４－１－３ 准-5019 2014/10/1

市立宇和島病院 歯科口腔外科 愛媛県宇和島市御殿町１－１ 准-5004 2009/10/1

松山赤十字病院 歯科口腔外科 愛媛県松山市文京町１ 准-5010 2010/10/1

住友別子病院 歯科口腔外科 愛媛県新居浜市王子町３－１ 准-5018 2013/10/1

松山市民病院 歯科口腔外科 愛媛県松山市大手町２丁目６−５ 准-5029 2021/10/1

飯塚病院 歯科口腔外科 福岡県飯塚市芳雄町３－８３ 准-6001 2008/10/1

田川市立病院 歯科口腔外科 福岡県田川市大字糒１７００－２ 准-6005 2011/10/1

高木病院 歯科口腔外科 福岡県大川市大字酒見１４１－１１ 准-6008 2012/10/1

戸畑共立病院 歯科口腔外科 福岡県北九州市戸畑区沢見２-５-１ 准-6010 2013/10/1

社会保険田川病院 歯科口腔外科 福岡県田川市上本町１０－１８ 准-6011 2013/10/1

聖マリア病院 歯科・口腔外科 福岡県久留米市津福本町４２２ 准-6012 2013/10/1

門司掖済会病院 歯科口腔外科 福岡県北九州市門司清滝１－３－１ 准-6021 2016/10/1



白十字病院 歯科口腔外科 福岡市西区石丸３-２-１ 准-6027 2019/10/1

福岡東医療センター 歯科口腔外科 福岡県古賀市千鳥１－１－１ 准-6031 2021/10/1

広瀬病院 歯科口腔外科
福岡県福岡市中央区渡辺通１丁目１２
−１１

准-6032 2021/10/1

佐賀県医療センター好生館 歯科口腔外科 佐賀県佐賀市嘉瀬町大字中原４００ 准-6025 2018/10/1

市立大村市民病院 歯科口腔外科 長崎県大村市古賀島町１３３－２２ 准-6013 2013/10/1

重工記念長崎病院 歯科口腔外科 長崎県長崎市飽の浦町１-７３ 准-6029 2019/10/1

人吉医療センター 歯科口腔外科 熊本県人吉市老神町３５ 准-6002 2009/10/1

熊本医療センター 歯科口腔外科 熊本県熊本市二の丸１－５ 准-6006 2011/10/1

天草中央総合病院 歯科口腔外科 熊本県天草市東町１０１ 准-6023 2017/10/1

宮崎県立日南病院 歯科口腔外科 宮崎県日南市木山１－９－５ 准-6018 2014/10/1

藤元総合病院 歯科口腔外科 宮崎県都城市鈴町１７街区１号 准-6020 2015/10/1

大隅鹿屋病院 歯科口腔外科 鹿児島県鹿屋市新川町６０８１－１ 准-6007 2011/10/1

沖縄県立南部医療センター・こ
ども医療センター

歯科口腔外科
沖縄県島尻郡南風原町字新川１１８－
１

准-6015 2014/10/1

沖縄赤十字病院 歯科口腔外科 沖縄県那覇市与儀１－３－１ 准-6017 2014/10/1

沖縄県立宮古病院 歯科口腔外科 沖縄県宮古島市平良下里４２７－１ 准-6019 2015/10/1

沖縄県立北部病院 歯科口腔外科 沖縄県名護市大中２－１２－３ 准-6024 2017/10/1

中部徳洲会病院 歯科口腔外科 沖縄県中頭郡北中城村字比嘉801番地 准-6026 2018/10/1

浦添総合病院 歯科口腔外科 沖縄県浦添市伊祖４丁目１６-１６-１ 准-6028 2019/10/1

沖縄県立八重山病院 歯科口腔外科 沖縄県石垣市真栄里５８４−１ 准-6030 2021/10/1


