
R4.10.21時点 五十音順

医療機関等名称 郵便番号 住所 電話番号

1 アキラデンタルオフィス 〒857-0806 島瀬町９－１７－２F 22-7980

2 芥川歯科医院 〒859-3223 広田３丁目１５－１１ 39-3468

3 あさい歯科クリニック 〒859-3241 有福町４１５８－６ 56-3771

4 朝村歯科 〒857-0032 宮田町２－１８ 25-8866

5 あじさい歯科クリニック 〒857-0045 園田町１－２０ 23-5849

6 あずま歯科医院 〒857-0134 瀬戸越２丁目１９－５ 49-7000

7 麻生歯科医院 〒857-0802 高天町１－８ 22-6347

8 安西歯科医院 〒857-0806 島瀬町２－２ 24-5581

9 いけだ歯科医院 〒857-0032 宮田町３－１８ 25-4976

10 いけまつ歯科 〒858-0913 新田町２７１－１ 48-5680

11 いずみ歯科 〒859-3215 早岐１丁目５－１７ 38-3311

12 泉歯科 〒857-0833 若葉町２４－２４ 33-2955

13 糸山ともこ歯科クリニック 〒857-0053 常盤町４－２３たつみビル２Ｆ 22-7120

14 犬塚歯科診療所 〒857-0872 上京町４－１６ 22-7006

15 岩屋歯科医院 〒859-3222 広田町６３８－２ 38-9196

16 上田歯科医院 〒858-0915 上相浦町８－８ 29-1211

17 上野歯科医院 〒857-1162 卸本町１－６ 33-7227

18 宇久歯科医院 〒857-4901 宇久町平2659 0959-57-2511

19 内田歯科医院 〒857-0841 大宮町１７－１６ 31-8737

20 梅津歯科医院 〒857-0033 城山町４－１ 24-0666

21 江頭歯科 〒857-0041 木場田町８－１３　リバーコートFURUKAWA２階 25-3333

22 太田歯科診療所 〒857-0833 若葉町２－５ 31-0914

23 オオツ歯科クリニック 〒857-0041 木場田町６－３３ 76-7882

24 おおつぼ歯科医院 〒858-0918 相浦町２４４ 47-6300

25 岡本歯科診療所 〒859-3151 三川内本町１３８番地の３ 30-8758

26 沖永歯科医院 〒857-1152 黒髪町１２－１１ 33-5665

27 長富歯科 〒859-3215 早岐２丁目１３－３３ 38-2460

28 長富歯科医院 〒857-0833 若葉町７－３４ 31-4530

29 かえで歯科クリニック 〒858-0903 上本山町８０８－１３ 59-6855

30 神谷歯科診療所 〒857-0144 皆瀬町２７２－１ 49-7866

31 蒲地歯科医院 〒857-0864 戸尾町５－２０ 25-8693

32 川上歯科医院 〒859-6101 江迎町長坂１４５ 65-2028

33 かわはら歯科 〒859-3214 権常寺１丁目１０－３１ 38-9570

34 神戸歯科医院 〒858-0915 上相浦町２－２ 47-6234

35 きたお歯科クリニック 〒859-3215 早岐２丁目４２－１２ 38-5630

36 橘川デンタルクリニック 〒857-0806 島瀬町１－６クレアージュ島瀬１０２ 22-7881

37 国松歯科医院 〒857-0805 光月町２－６ 22-0433

38 こにし歯科医院 〒858-0925 椎木町１４８－１ 47-3410

39 さいくさ歯科 〒857-0036 清水町１－３ 37-1055

40 佐々木歯科 〒857-0011 春日町２４－２ 25-1001

■　小・中学生ならびに母子・父子家庭福祉医療費現物給付実施医療機関等一覧（歯科）
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41 佐々木歯科医院 〒857-0054 栄町１－５　エクセレンス鴨川201 23-1765

42 さざ歯科医院 〒857-1153 もみじが丘町４０－４ 34-0808

43 歯科タナカ 〒857-0027 谷郷町２－１５ 22-4793

44 鹿町歯科診療所 〒859-6204 鹿町町下歌ヶ浦５２７－３１ 77-4011

45 歯科やまもとデンタルクリニック 〒859-3234 長畑町８５１－７ 20-4770

46 しながわ小児歯科医院 〒857-0051 浜田町２－１７ 24-6010

47 シミズ小児歯科クリニック 〒859-3213 権常寺町１１０１－３３ 38-0174

48 城端歯科医院 〒859-3223 広田３丁目１０－１８ 38-0770

49 スマイルファミリー歯科 〒857-0862 白南風町1番16号　エスプラザ302 56-3016

50 スマイルライン歯科・矯正歯科佐世保 〒857-1151 日宇町６７８ー３ 34-2063

51 泉福歯科医院 〒857-0136 田原町１６－１３ 49-4012

52 高木歯科医院 〒857-0874 京坪町８－１２ 22-8788

53 たたみや歯科医院 〒858-0926 大潟町６０－１０２ 48-5655

54 田中けん歯科 〒857-0864 戸尾町３－１１　戸尾ビル２階 25-0048

55 たなか歯科医院 〒857-0833 若葉町７－１６ 31-6131

56 棚橋歯科 〒859-6141 鹿町町新深江18 66-2566

57 つつい歯科医院 〒857-0863 三浦町１番１５号 23-6000

58 つばき歯科クリニック 〒857-1152 黒髪町３８－２９ 31-4602

59 徳富歯科医院 〒857-0054 栄町５－１７ 22-6479

60 とよむら歯科医院 〒859-3215 早岐１丁目６－４５ 38-3121

61 豊村歯科 〒857-0016 俵町７－８ 22-7050

62 豊村洋歯科医院 〒857-0114 小舟町４９－５ 46-1100

63 鳥越歯科医院 〒857-1165 大和町１５ 32-0707

64 なかがわ歯科医院 〒857-0862 白南風町１３－１ 29-0170

65 ながた歯科クリニック 〒858-0911 竹辺町849番地１ 76－9170

66 ななえ歯科クリニック 〒859-6408 世知原町栗迎１０５－７ 73-9030

67 ななくま歯科医院 〒859-3212 花高３丁目２８－１０ 39-2151

68 なんり歯科医院 〒858-0918 相浦町１８６ 47-2447

69 のうとみ歯科医院 〒857-0841 大宮町３－２１ 27-8881

70 のもと歯科医院 〒857-0875 下京町７－２１ 22-6919

71 はちや歯科 〒859-3223 広田１丁目７－９ 38-8839

72 はつせ歯科 〒857-0834 潮見町１５－７ 31-5641

73 林歯科医院 〒858-0925 椎木町３５４－３ 48-4832

74 はらだDentalCareClinic 〒857-0021 折橋町3－7 76－8127

75 日宇歯科医院 〒857-1151 日宇町６９５－６ 33-5821

76 ひさがい歯科医院 〒857-0112 柚木町１４７１ー４ 46-1184

77 左石歯科医院 〒857-0136 田原町１１－１７　大野スマイルビル 40-7784

78 兵働歯科医院 〒857-0034 万徳町　１－８ 25-8135

79 平居歯科診療所 〒857-0134 瀬戸越４丁目１３１３ー９ 49-5314

80 平川歯科医院 〒857-0875 下京町９－３　ｱﾓﾘｰﾉ3F 22-8820

81 ひらの歯科小児歯科 〒857-0822 山祇町３５２－３ 20-8241

82 ふくち歯科 〒857-1175 天神町１３０２番７ 33－0555
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83 藤瀬歯科医院 〒857-0058 上町１－８ 22-3332

84 佛坂歯科医院 〒857-0834 潮見町６－３ 31-5921

85 古川歯科アポロニアクリニック 〒857-0841 大宮町11-4 31-0271

86 ふるかわ歯科こども歯科 〒857-1164 白岳町５０－１ 33-2666

87 法師山歯科医院 〒859-6326 吉井町立石４６７－１ 64-3900

88 ほかお歯科医院 〒857-1152 黒髪町３４－４ 34-0120

89 松添歯科医院 〒858-0923 日野町１１９０ 28-2423

90 マツナガ歯科 〒857-0871 本島町３－３０ 23-8211

91 まつなが歯科 〒859-3452 針尾中町１５３８ 58-2035

92 松本浩歯科医院 〒857-0831 須田尾町１２－１９ 34-5336

93 まるやま歯科医院 〒857-0024 花園町１－７ 24-2718

94 丸山朋彦歯科医院 〒857-0017 梅田町３－３ 24-0088

95 宮島歯科医院 〒857-0064 赤崎町１４５１－４ 28-2285

96 むかい歯科医院 〒857-0833 若葉町１－１５ 33-1168

97 迎歯科クリニック 〒859-3211 早苗町４４６－３ 39-4488

98 村岡ゆき歯科クリニック 〒857-0862 白南風町1-13 JR九州佐世保ビル201 33-3255

99 村尾歯科医院 〒857-0833 若葉町２－１１ 31-6207

100 村上歯科医院 〒859-3223 広田３丁目１９－２９ 39-2288

101 本村歯科医院 〒857-0058 上町２－１３　ﾛｰﾄﾞﾋﾞﾙ1Ｆ 42-0606

102 森永歯科医院 〒857-0040 比良町１９－１ 23-8811

103 山口歯科医院 〒857-0134 瀬戸越３丁目５－５ 40-6480

104 山崎歯科医院 〒857-0851 稲荷町２０－１２ 34-0111

105 やまさき歯科医院 〒857-0044 相生町２－５ 25-0648

106 山下歯科医院 〒857-1163 大岳台町２１－１３ 34-0439

107 山部歯科医院 〒859-6101 江迎町長坂１８０－９ 65-2101

108 山本歯科医院 〒857-0876 塩浜町８－１５ 22-7066

109 やまもと歯科医院 〒857-1174 天神５丁目３８－１２ 33-8878

110 山本歯科診療所 〒857-0832 藤原町２５－１４ 32-5026

111 吉田歯科 〒859-3216 勝海町１ 39-1188

112 よしむら歯科 〒857-0135 瀬戸越町１２３８－１ 22-7356

113 わたなべ歯科 〒859-3215 早岐１丁目１－１０ 38-2003
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