
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 2008/10/01

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 2008/10/01

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 2008/10/01

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 2009/10/01

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 2012/10/01

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 2013/10/01

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 2014/10/01

旭川赤十字病院 歯科口腔外科 北海道旭川市曙1条1-1-1 准-1036 2014/10/01

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 2016/10/01

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 2016/10/01

共愛会病院 歯科口腔外科 北海道函館市中島町7-21 准-1043 2017/10/01

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 2018/10/01

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 2010/10/01

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 2012/10/01

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 2017/10/01

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 2017/10/01

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 2009/10/01

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 2011/10/01

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 2012/10/01

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 2012/10/01

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 2012/10/01

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 2018/10/01

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 2018/10/01

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 2008/10/01

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 2015/10/01

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 2016/10/01

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 2008/10/01

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 2011/10/01

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 2011/10/01

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 2014/10/01

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 2010/10/01

大原綜合病院 口腔外科・歯科 福島県福島市大町6-11 准-1015 2010/10/01

石岡第一病院 口腔外科 茨城県石岡市東府中1-7 准-2017 2009/10/01

鹿島労災病院 歯科口腔外科
茨城県神栖市土合本町1-
9108-2

准-2019 2009/10/01
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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 2011/10/01

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 2011/10/01

協和中央病院 歯科口腔外科 茨城県筑西市門井1676-1 准-2041 2011/10/01

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 2013/10/01

小山記念病院 歯科口腔外科 茨城県鹿嶋市厨5-1-2 准-2065 2013/10/01

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 2014/10/01

古河総合病院 歯科口腔外科 茨城県古河市鴻巣1555 准-2083 2014/10/01

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 2017/10/01

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 2018/10/01

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 2008/10/01

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 2008/10/01

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 2009/10/01

芳賀赤十字病院 歯科口腔外科 栃木県真岡市台町2461 准-2022 2009/10/01

足利赤十字病院 歯科口腔外科
栃木県足利市五十部町284-
1

准-2032 2010/10/01

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 2016/10/01

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 2008/10/01

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 2008/10/01

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 2013/10/01

日高病院 歯科口腔外科 群馬県高崎市中尾町886 准-2067 2013/10/01

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 2014/10/01

前橋赤十字病院 歯科口腔外科
群馬県前橋市朝日町3-21-
36

准-2087 2015/10/01

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 2010/10/01

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盆栽
町453

准-2043 2011/10/01

蓮田病院 歯科口腔外科 埼玉県蓮田市根金1662-1 准-2044 2011/10/01

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 2012/10/01

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 2012/10/01

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 2016/10/01

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 2016/10/01

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 2016/10/01

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 2017/10/01

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 2008/10/01

四街道徳洲会病院 歯科口腔外科 千葉県四街道市吉岡1830-1 准-2023 2009/10/01

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 2010/10/01

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 2011/10/01

君津中央病院 歯科口腔外科 千葉県木更津市桜井1010 准-2047 2011/10/01

千葉県立佐原病院 歯科 千葉県香取市佐原ｲ2285 准-2056 2012/10/01

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 2013/10/01
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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 2013/10/01

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 2013/10/01

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 2015/10/01

我孫子聖仁会病院 口腔外科 千葉県我孫子市柴崎1300 准-2100 2017/10/01

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 2018/10/01

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 2008/10/01

荏原病院 歯科口腔外科 東京都大田区東雪谷4-5-10 准-2013 2008/10/01

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 2009/10/01

池上総合病院 歯科・口腔外科
東京都大田区池上6丁目1番
19号

准-2036 2010/10/01

日野市立病院 歯科口腔外科
東京都日野市多摩平4丁目3
番地1

准-2037 2010/10/01

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 2011/10/01

東京新宿メディカルセンター 歯科口腔外科 東京都新宿区津久戸町5-1 准-2057 2012/10/01

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 2012/10/01

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 2012/10/01

自衛隊中央病院 歯科 東京都世田谷区池尻1-2-24 准-2071 2013/10/01

杏林大学病院 顎口腔科 東京都三鷹市新川6-20-2 准-2072 2013/10/01

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 2013/10/01

東京高輪病院 歯科口腔外科 東京都港区高輪3-10-11 准-2078 2014/10/01

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 2014/10/01

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 2014/10/01

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 2015/10/01

立川病院 歯科口腔外科 東京都立川市錦町4-2-22 准-2086 2015/10/01

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 2016/10/01

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 2017/10/01

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

准-2103 2018/10/01

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 2018/10/01

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 2018/10/01

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 2008/10/01

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 2008/10/01

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 2009/10/01

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 2009/10/01

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 2009/10/01

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 2009/10/01

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 2010/10/01

横浜栄共済病院 歯科口腔外科
神奈川県横浜市栄区桂町
132

准-2050 2011/10/01

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 2011/10/01

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 2012/10/01
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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 2012/10/01

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 2012/10/01

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 2013/10/01

自衛隊横須賀病院 歯科診療部
神奈川県横須賀市浦港町
1766-1

准-2075 2013/10/01

相模原協同病院 歯科口腔外科
神奈川県相模原市橋本2-8-
18

准-2076 2013/10/01

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 2014/10/01

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 2015/10/01

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 2016/10/01

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 2016/10/01

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 2016/10/01

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 2018/10/01

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 2008/10/01

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 2010/10/01

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 2013/10/01

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 2013/10/01

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 2014/10/01

魚沼基幹病院 歯科口腔外科 新潟県南魚沼市浦佐4132 准-1046 2017/10/01

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 2018/10/01

南砺市民病院 歯科口腔外科 富山県南砺市井波938 准-3034 2013/10/01

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 2009/10/01

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 2008/10/01

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 2012/10/01

市立敦賀病院 歯科口腔外科 福井県敦賀市三島町1-6-60 准-3042 2016/10/01

市立甲府病院 歯科口腔外科 山梨県甲府市増坪町366 准-2004 2008/10/01

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 2008/10/01

信州上田医療センター 歯科口腔外科
長野県上田市緑が丘1-27-
21

准-3011 2008/10/01

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 2008/10/01

佐久総合病院 歯科口腔外科 長野県佐久市臼田197 准-3019 2009/10/01

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 2011/10/01

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 2012/10/01

長野赤十字病院 歯科口腔外科 長野県長野市若里5-22-1 准-3041 2015/10/01

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 2016/10/01

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 2016/10/01

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 2017/10/01

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 2012/10/01

朝日大学病院 歯科口腔外科 岐阜県岐阜市橋本町3-23 准-3035 2013/10/01

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 2008/10/01

4 / 8 ページ



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 2011/10/01

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 2011/10/01

市立島田市民病院 歯科口腔外科 静岡県島田市野田1200-5 准-3032 2012/10/01

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 2013/10/01

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 2014/10/01

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 2008/10/01

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尾坂田
1-2

准-3002 2008/10/01

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 2008/10/01

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 2008/10/01

津島市民病院 歯科口腔外科 愛知県津島市橘町3-73 准-3024 2010/10/01

成田記念病院 歯科口腔外科
愛知県豊橋市羽根井本町
134

准-3040 2015/10/01

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 2016/10/01

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 2016/10/01

海南病院 歯科口腔外科 愛知県弥富市前ｹ須町396 准-3047 2016/10/01

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 2017/10/01

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 2017/10/01

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 2018/10/01

名古屋徳洲会総合病院 歯科口腔外科
愛知県春日井市高蔵寺町北
2-52

准-3053 2018/10/01

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 2013/10/01

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 2016/10/01

彦根市立病院 歯科口腔外科 滋賀県彦根市八坂町1882 准-4001 2008/10/01

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 2009/10/01

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 2009/10/01

高島市民病院 歯科口腔外科 滋賀県高島市勝野1667 准-4022 2010/10/01

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 2011/10/01

滋賀病院 歯科口腔外科 滋賀県大津市富士見台16-1 准-4026 2011/10/01

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 2011/10/01

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 2012/10/01

豊郷病院 歯科口腔外科 滋賀県犬上郡豊郷町八目12 准-4045 2014/10/01

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 2017/10/01

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 2009/10/01

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 2009/10/01

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 2009/10/01

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 2009/10/01

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 2009/10/01

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 2010/10/01

丹後ふるさと病院 歯科口腔外科
京都府京丹後市網野町小浜
673

准-4028 2011/10/01
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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 2012/10/01

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 2014/10/01

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 2008/10/01

松原徳州会病院 歯科口腔外科
大阪府松原市天美東7-13-
26

准-4003 2008/10/01

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 2008/10/01

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 2008/10/01

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 2008/10/01

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 2009/10/01

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 2012/10/01

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 2012/10/01

阪南市民病院 歯科口腔外科 大阪府阪南市下出17 准-4037 2012/10/01

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 2014/10/01

大阪市立大学医学部附属病院 歯科・口腔外科
大阪府大阪市阿倍野区旭町
1-4-3

准-4055 2017/10/01

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 2017/10/01

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 2017/10/01

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 2017/10/01

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 2018/10/01

兵庫県立淡路医療センター 歯科口腔外科 兵庫県洲本市塩屋1-1-137 准-4009 2008/10/01

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 2008/10/01

豊岡病院 歯科口腔外科 兵庫県豊岡市戸枚1094 准-4011 2008/10/01

西神戸医療センター 歯科口腔外科
兵庫県神戸市西区糀台5-7-
1

准-4030 2011/10/01

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 2011/10/01

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 2012/10/01

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 2012/10/01

赤穂市民病院 歯科口腔外科 兵庫県赤穂市中広1090 准-4040 2012/10/01

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 2015/10/01

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 2015/10/01

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 2015/10/01

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 2015/10/01

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 2017/10/01

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 2018/10/01

平成記念病院 歯科口腔外科 奈良県橿原市四条町827 准-4041 2012/10/01

和歌山医療センター 歯科口腔外科
和歌山県和歌山市小松原通
4-20

准-4021 2009/10/01

橋本市民病院 歯科口腔外科
和歌山県橋本市小峰台2-8-
1

准-4043 2013/10/01

新宮市立医療センター 歯科口腔外科 和歌山県新宮市蜂伏18-7 准-4044 2013/10/01

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 2016/10/01

鳥取県立中央病院 歯科口腔外科 鳥取県鳥取市江津730 准-5016 2012/10/01
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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 2016/10/01

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 2009/10/01

松江赤十字病院 歯科口腔外科
島根県松江市母衣町200番
地

准-5006 2010/10/01

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 2010/10/01

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 2011/10/01

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 2011/10/01

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 2015/10/01

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 2010/10/01

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 2011/10/01

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 2015/10/01

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 2018/10/01

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 2011/10/01

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 2014/10/01

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 2016/10/01

三豊総合病院 歯科口腔外科
香川県観音寺市豊浜町姫浜
708

准-5003 2009/10/01

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 2014/10/01

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 2009/10/01

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 2010/10/01

愛媛労災病院 歯科口腔外科
愛媛県新居浜市南小松原町
13-27

准-5017 2012/10/01

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 2013/10/01

飯塚病院 歯科口腔外科 福岡県飯塚市芳雄町3-83 准-6001 2008/10/01

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 2011/10/01

高木病院 歯科口腔外科
福岡県大川市大字酒見141-
11

准-6008 2012/10/01

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 2013/10/01

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 2013/10/01

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 2013/10/01

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 2016/10/01

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 2018/10/01

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 2013/10/01

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 2009/10/01

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 2011/10/01

熊本市立熊本市民病院 歯科口腔外科 熊本県熊本市東区1-1-60 准-6016 2014/10/01

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 2017/10/01

大分県済生会日田病院 歯科口腔外科 大分県日田大字三和643-7 准-6022 2016/10/01

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 2014/10/01

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 2015/10/01

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 2011/10/01
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羽地歯科口腔外科医院 歯科口腔外科
沖縄県宮古島市平良字久貝
1062-2

准-6014 2013/10/01

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 2014/10/01

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 2014/10/01

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 2015/10/01

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 2017/10/01

中部徳洲会病院 歯科口腔外科
沖縄県中頭郡北中城村ｱﾜｾ
土地区画整理事業地内2街
区1番

准-6026 2018/10/01
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