
氏名（敬称略） 医療機関名 〒

荒　谷　恭　史 荒谷歯科医院 730-0051 広島市中区大手町2-5-6

荒　光　泰　生 あらみつ歯科医院 730-0843 広島市中区舟入本町3-16-101

岡　野　　　秀 岡野歯科医院 730-0847 広島市中区舟入南3-19-1

香　川　次　郎 香川歯科 730-0013 広島市中区八丁堀14-7 八丁堀宮田ビル6F

加　藤　千　季 加藤歯科医院 730-0052 広島市中区千田町1-5-8

岸　本　一　雄 中町歯科医院 730-0037 広島市中区中町5-8 第2下中町ビル2F

小　松　大　造 ア歯科広島東G小松診療所 730-0024 広島市中区西平塚町8-13 広島立駐ビル3F

小　松　昭　紀 ア歯科広島東G小松診療所 730-0024 広島市中区西平塚町8-13 広島立駐ビル3F

津　島　隆　司 津島歯科クリニック 730-0804 広島市中区広瀬町7-5

津　田　正　昭 津田歯科医院 730-0051 広島市中区大手町3-6-19

津　田　祐　一 津田歯科医院 730-0051 広島市中区大手町3-6-19

中　村　　　誠 なかむら歯科クリニック 730-0012 広島市中区上八丁堀4-27 上八丁堀ビル1F

橋　本　佳　子 はしもと歯科クリニック 730-0052 広島市中区千田町1-12-19

波　田　佳　範 波田歯科医院 730-0823 広島市中区吉島西1-20-5

三　宅　正　純 三宅歯科医院 730-0825 広島市中区光南1-3-26

森　田　　　薫 森田歯科医院 730-0016 広島市中区幟町14-14 広島教販ビル2F

山　﨑　保　彦 山﨑医院歯科 730-0051 広島市中区大手町2-6-11

山　野　久美子 春野歯科クリニック 730-0051 広島市中区大手町1-7-14 ピースタワーY's201

山　本　正　純 橋本歯科 730-0022 広島市中区銀山町6-23 ピュアコート橋本201

山　本　朋　子 橋本歯科 730-0022 広島市中区銀山町6-23 ピュアコート橋本201

吉　岡　道　治 吉岡歯科医院 730-0805 広島市中区十日市町2-9-5

若　林　大　輔 若林デンタルクリニック並木通り 730-0037 広島市中区中町1-3 ダイヤ並木ビル2F

辰　本　将　哉 おひさま歯科・小児歯科 730-0825 広島市中区光南4-5-34　１階

中　村　隆　之 中村歯科医院 730-0004 広島市中区東白島町13-5

前　田　羊　一 前田歯科医院 730-0851 広島市中区榎町10-13 やまきビル２階

尾　﨑　昌　康 おざき歯科クリニック 732-0063 広島市東区牛田東2-1-22

白　神　葉　子 上野歯科医院 732-0013 広島市東区戸坂南1-12-7

竹　本　美　保 ひかりまち小児歯科・矯正歯科 732-0052 広島市東区光町2-4-19

能　美　和　基 能美歯科医院 732-0065 広島市東区牛田中2-1-24

野　坂　　　寛 野坂歯科医院 732-0068 広島市東区牛田新町1-6-36 みつふじビル2F

細　原　賢　一 細原歯科医院 732-0047 広島市東区尾長西2-11-30

前　島　真紀子 ななほし歯科クリニック 732-0052 広島市東区光町1-8-6 サンハウス山岡1F

山　村　　　剛 山村歯科医院 732-0057 広島市東区二葉の里1-2-1-101

山　本　智　之 山本歯科医院 732-0068 広島市東区牛田新町3-5-6

藤　井　良　典 安芸歯科クリニック 732-0033 広島市東区温品5-2-62

有　馬　　　隆 有馬歯科医院 734-0053 広島市南区青崎2-10-28

石　川　　　潔 いしかわ歯科 734-0003 広島市南区宇品東2-10-6

大　平　勇　治 旭町歯科医院 734-0036 広島市南区旭2-3-21

小　田　正　秀 小田歯科医院 732-0802 広島市南区大州4-9-17

髙　橋　悠　夫 (医)社団高橋歯科医院 734-0036 広島市南区旭2-19-7

竹　田　　　茂 ホワイト歯科往診クリニック 734-0023 広島市南区東雲本町1-12-24 篠崎ビル1F

伊　達　弘　恵 だて歯科医院 734-0007 広島市南区皆実町6-1-4 佐々木ビル2F

土　江　健　也 (医)D・F・Cどえ歯科医院 734-0023 広島市南区東雲本町2-4-20

中　川　　　誠 中川歯科 732-0819 広島市南区段原山崎3-2-28 さくらビル1F

中　西　保　二 (医)あした会中西歯科医院 732-0816 広島市南区比治山本町16-35 広島産業文化センター12F

藤　林　多美子 藤林歯科医院 734-0025 広島市南区東本浦町10-13

水　内　裕　之 水内歯科医院 732-0823 広島市南区猿猴橋町5-19

森　永　行　雄 森永歯科医院 732-0826 広島市南区松川町5-3 エーワンビル2F

広島市
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鵜　﨑　裕　則 (医)社団うざき歯科 733-0035 広島市西区南観音7-13-20 ひらいちビル2F

鵜　﨑　芳　光 (医)社団うざき歯科 733-0035 広島市西区南観音7-13-20 ひらいちビル2F

木　本　　　極 木本歯科医院 733-0861 広島市西区草津東1-9-11

國　原　　　修 くにはら歯科医院 733-0012 広島市西区中広町2-17-8

佐久間　光　俊 佐久間歯科医院 733-0821 広島市西区庚午北3-1-2

三分一　福　展 よこがわ歯科 733-0011 広島市西区横川町3-2-29 横川駅NKビル3F

高　橋　美　次 井口歯科 733-0842 広島市西区井口5-25-25

角　田　和　子 ツノダ歯科三篠横川クリニック 733-0003 広島市西区三篠町2-5-10

角　田　達　彦 ツノダ歯科三篠横川クリニック 733-0003 広島市西区三篠町2-5-10

角　田　智　子 ツノダ歯科三篠横川クリニック 733-0003 広島市西区三篠町2-5-10

天　間　和　美 新谷歯科医院 733-0022 広島市西区天満町18-6

豊　田　育　星 ステラデンタルクリニック 733-0844 広島市西区井口台2-1-1

濱　岡　代　枝 のぞみ歯科医院 733-0861 広島市西区草津東1-7-5

林　　　優　美 グレイス歯科 733-0822 広島市西区庚午中4-4-24

平　尾　慶　太 平尾歯科医院 733-0035 広島市西区南観音7-5-14 ロイヤルシャトー中田102

福　永　健　一 福永歯科医院 733-0035 広島市西区南観音1-11-38

藤　田　友　昭 (医)志友会ともデンタルクリニック 733-0007 広島市西区大宮2-2-2 今村ビル1F

古　胡　英　明 古胡歯科医院 733-0842 広島市西区井口3-10-22 杉広ビル2F

松　浦　蓉　子 長上歯科医院 733-0812 広島市西区己斐本町1-25-7

松　原　博　久 聖ケ丘歯科医院 733-0011 広島市西区横川町3-10-5

村　上　和　億 むらかみ歯科医院 733-0035 広島市西区南観音3-1-4

山　崎　　　香 山崎歯科医院 733-0033 広島市西区観音本町1-22-30

吉　野　美　穂 よしの歯科クリニック 733-0812 広島市西区己斐本町3-5-14

力　田　悦　子 力田歯科医院 733-0852 広島市西区鈴が峰町14-25 第1TRビル2F

森　川　英　彦 もりかわ歯科クリニック 733-0874 広島市西区古江西町1-2 古江駅前ビル１階

岡　本　　　莫 (医)社団オーデック岡本歯科医院 731-0153 広島市安佐南区安東5-17-13

片　山　　　淳 片山歯科医院 731-0154 広島市安佐南区上安6-26-1

河　原　夕　佳 ゆかり歯科クリニック 731-0102 広島市安佐南区川内3-1-22

小羽田　敦　正 (医)社団双葉会こはだ歯科医院 731-0122 広島市安佐南区中筋3-27-16 中筋クリニックビル4F

小羽田　康　博 (医)社団双葉会こはだ歯科医院 731-0122 広島市安佐南区中筋3-27-16 中筋クリニックビル4F

佐々木　　　直 ささき歯科 731-0113 広島市安佐南区西原1-25-13-1

早乙女　裕　彦 さおとめ歯科医院 731-0113 広島市安佐南区西原2-11-8 第4森下ビル101

虎　谷　眞　澄 さおとめ歯科医院 731-0113 広島市安佐南区西原2-11-8 第4森下ビル101

高　橋　雄　幸 (医)ゆうこうゆうこう歯科 731-0153 広島市安佐南区安東2-10-2

竹　下　　　哲 (医)社団健美会竹下歯科医院 731-0125 広島市安佐南区大町西3-5-28 吉川ビル201

田　中　佳　恵 安佐歯科クリニック 731-0153 広島市安佐南区安東2-9-24 西原ビル1F

中　井　健　富 中井歯科医院 731-0137 広島市安佐南区山本1-8-19

長谷川　　　博 長谷川歯科医院 731-0125 広島市安佐南区大町西3-13-3

松　本　仁　門 松本歯科クリニック 731-0113 広島市安佐南区西原8-34-5 サンパレス元山ビル2F

八　谷　忠　伸 八谷歯科クリニック 731-0101 広島市安佐南区八木8-11-17 カンファタブル田川202

吉　光　博　史 吉光歯科医院 731-0135 広島市安佐南区長束3-38-27

上　野　可　織 今田歯科医院 739-1734 広島市安佐北区口田1-8-17-201

小早川　秀　雄 小早川歯科医院 739-1734 広島市安佐北区口田4-9-23

佐々木　萌　子 (医)社団やまもと歯科医院 739-1732 広島市安佐北区落合南4-1-3

瀬　川　和　司 瀬川歯科医院 739-1734 広島市安佐北区口田3-26-5 MDRビル3F

林　　　英　貴 ひろしま出張歯科 731-3363 広島市安佐北区安佐町くすの木台 19-16-4-1F

横　畑　裕　之 (医)横畑歯科医院 739-1731 広島市安佐北区落合5-28-12
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阿　部　高　士 阿部歯科医院 739-0321 広島市安芸区中野5-3-40 レジデンス中野1F

山　田　　　純 山田歯科医院 736-0081 広島市安芸区船越3-13-16

大　原　将　史 おおはら歯科クリニック 731-5136 広島市佐伯区楽々園4-1-30

片　岡　直　樹 片岡歯科医院 731-5152 広島市佐伯区五日市町下河内60-1

門　脇　敬　二 かどわき歯科医院 731-5136 広島市佐伯区楽々園5-2-1 楠ビル1F

中　林　浩　樹 中林歯科クリニック 731-5135 広島市佐伯区海老園2-6-22

林　　　明　子 アルパカこども矯正歯科 731-5124 広島市佐伯区皆賀1-13-14-1

松　島　寛　明 まつしま歯科クリニック 738-0601 広島市佐伯区湯来町和田178-1

柳　原　琢　磨 ハートフル歯科 731-5127 広島市佐伯区五日市5-15-3 第一コーポ1F

山　根　　　昭 (医)社団あきひろ会山根歯科医院 731-5133 広島市佐伯区旭園4-29-201

西　原　典　幸 (医)社団あきひろ会山根歯科医院 731-5133 広島市佐伯区旭園4-29-201

吉　田　龍　介 (医)社団あきひろ会山根歯科医院 731-5133 広島市佐伯区旭園4-29-201

齋　藤　美栄子 さいとう歯科医院 731-5144 広島市佐伯区三筋2-7-2

池　田　敦　治 池田歯科医院 737-0003 呉市阿賀中央2-3-8

栗　原　直　士 (医)社団記念歯科 737-0001 呉市阿賀北9-8-15

坂　本　智　則 (医)坂本会坂本歯科 737-2516 呉市安浦町中央4-1-5

筒　井　真祐子 (医)坂本会坂本歯科 737-2516 呉市安浦町中央4-1-5

武　田　典　子 のりこ歯科医院 737-0046 呉市中通2-2-4 河内ビル201

池　田　広　子 池田歯科医院 737-1204 呉市音戸町北隠渡1-4-7

高　橋　史　夫 高橋歯科医院 725-0026 竹原市中央3-16-36

三　好　敏　朗 三好歯科医院 725-0021 竹原市竹原町3552-7

安　原　昭　子 今田歯科医院 729-2316 竹原市忠海中町2-2-51

吉　岡　英　人 ヨシオカ歯科医院 725-0013 竹原市吉名町4913-3

米　田　哲　也 米田歯科医院 725-0021 竹原市竹原町3572

岸　田　　　徹 宗郷町デンタルクリニック 723-0044 三原市宗郷3-3-5

冨　田　洋　道 冨田歯科医院 729-1321 三原市大和町和木1525-2

林　　　和　彦 林歯科医院 723-0014 三原市城町3-8-22

大　元　一　弘 大元歯科医院 722-0054 尾道市尾崎本町4-9

田　中　繁　和 田中第二歯科 722-0022 尾道市栗原町9650-61

宗　永　泰　一 (医)社団宗仁会宗永歯科医院 722-0062 尾道市向東町8861-1

伊　藤　　　孝 伊藤歯科医院 720-0837 福山市瀬戸町地頭分字落石693-19

神　原　　　滋 明王台クリニック 720-0834 福山市明王台1-5-8

喜　田　勝　幸 きだ歯科医院 720-1131 福山市駅家町万能倉942-1

塩　﨑　高　志 塩﨑歯科医院 720-0814 福山市光南町1-10-23

志田原　早　苗 志田原歯科小児歯科医院 720-0031 福山市三吉町4-7-40

志渡澤　正　治 志渡沢歯科医院 720-0836 福山市瀬戸町長和字細田195

立　野　治　雄 たての歯科クリニック 721-0962 福山市東手城町1-29-1

徳　久　行　夫 徳久歯科医院 729-0114 福山市柳津町2-11-23

友　野　久美子 友野歯科クリニック 720-0311 福山市沼隈町草深61-1

長　谷　康　弘 ハセ歯科医院 720-0076 福山市本庄町中1-22-2

日　野　泰　志 日野歯科医院 720-0067 福山市西町2-14-7

平　井　浩　二 ひらい歯科 720-0813 福山市道三町7-14

平　田　史　朗 ひらた歯科 720-0073 福山市北吉津町2-1-14

風呂川　　　彰 フロカワ歯科医院 729-0105 福山市南松永町1-10-10

矢　野　暢　人 矢野歯科医院 729-0111 福山市今津町760

横　山　正　彦 横山歯科医院 720-2124 福山市神辺町川南741-5

寺　岡　　　宏 てらおか歯科クリニック 729-3103 福山市新市町新市387-3

広島市
佐伯区
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所在地

角　谷　三　郎 かくたに歯科医院 728-0021 三次市三次町1345-8

紙　谷　　　寛 紙谷歯科医院 728-0021 三次市三次町1388-1

清見原　正　騎 庄原市総領歯科診療所 729-3703 庄原市総領町下領家71

高　橋　真　治 (医)社団高橋歯科医院 727-0014 庄原市板橋町76-1

堀　田　訓　子 (医)社団博施会堀田歯科医院 729-5501 庄原市東城町小奴可2650-2

牧　原　伸　夫 牧原歯科医院 727-0013 庄原市西本町2-16-17

東広島市 早　志　光　由 (医)社団光誠会早志歯科診療所 739-0014 東広島市西条昭和町13-37 シュプリーム松屋ビル2F

山　田　康　道 やまだ歯科 739-0442 廿日市市梅原2-1-23-102

藤　田　裕　樹 ふじた歯科 738-0034 廿日市市宮内4481-2-1

長　坂　公　治 長坂歯科医院 737-2211 江田島市大柿町柿浦1545

二　木　由　峰 (医)社団峰良会二木歯科医院 737-2121 江田島市江田島町小用2-3-2

甲　元　欣　治 甲元歯科医院 735-0013 安芸郡府中町浜田2-2-16

甲　元　友　久 甲元歯科医院 735-0013 安芸郡府中町浜田2-2-16

甲　元　清　子 甲元歯科医院 735-0013 安芸郡府中町浜田2-2-16

新　谷　宏　規 新谷歯科医院 735-0024 安芸郡府中町緑ケ丘16-9

竹　中　利　彦 竹中歯科医院 735-0005 安芸郡府中町宮の町2-5-27 古田ビル2F

竹　中　美奈子 竹中歯科医院 735-0005 安芸郡府中町宮の町2-5-27 古田ビル2F

津　川　紀久子 きく歯科医院 735-0006 安芸郡府中町本町4-12-14

竹　下　　　稔 (医)社団竹下歯科医院 735-0026 安芸郡府中町桃山1-8-4-103

海田町 長　畑　　　光 （医）健口会長畑歯科医院 736-0046 安芸郡海田町窪町4-51

熊野町 広　瀬　佐都子 とまと歯科クリニック 731-4221 安芸郡熊野町出来庭4-17-2

坂町 中　村　謙　一 なかむら歯科医院 731-4323 安芸郡坂町横浜中央1-3-5

安芸太田町 市　村　紀　夫 (医)社団市村歯科医院 731-3501 山県郡安芸太田町加計5315-2

清見原　加　代 中尾歯科医院 731-1222 山県郡北広島町阿坂4448-1

三　宅　陽　介 (医)共愛会三宅歯科医院 731-1533 山県郡北広島町有田98-4

黒　川　貞　幸 正畠歯科医院 725-0401 豊田郡大崎上島町木江丙246

好　中　輝良史 好中歯科医院 725-0301 豊田郡大崎上島町中野2261

世羅町 谷　川　昌　生 谷川歯科医院 722-1112 世羅郡世羅町本郷字川口30-7

大崎上島町

三次市

庄原市

廿日市市

江田島市

府中町

北広島町


