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広島市
中区

山　田　庸　二 山田歯科医院 730-0042 広島市中区国泰寺町1-3-12

片　内　恒　平 矢賀駅前歯科医院 732-0042 広島市東区矢賀4-11-28

坂　井　理奈子 梶谷歯科医院 732-0067 広島市東区牛田旭1-13-11

寺　迫　　　環 たまき歯科医院 732-0066 広島市東区牛田本町2-1-21 リライアンス牛田1F

野　村　登志夫 (医)社団シャンヴィラージュ会野村歯科医院 732-0052 広島市東区光町2-6-1 万勝ビル2F

三　善　陸　朗 三善歯科医院 732-0031 広島市東区馬木5-1455

谷　　　厳　範 たに歯科クリニック 734-0015 広島市南区宇品御幸3-2-6

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

土　屋　崇　文 つちや歯科医院 734-0004 広島市南区宇品神田3-8-16

延　原　　　浩 県立広島病院 歯科･口腔外科 734-8530 広島市南区宇品神田1-5-54

室　積　秀　正 (医)まりも会ヒロシマ平松病院 732-0816 広島市南区比治山本町11-32

江　盛　顕　司 江盛歯科医院 733-0823 広島市西区庚午南2-35-20

岡　田　浩　幸 ゆき歯科クリニック 733-0035 広島市西区南観音2-4-16 ひらいちセブン2F

窪　内　信　男 大迫歯科クリニック 733-0816 広島市西区己斐大迫2-21

中　谷　美奈子 中谷歯科医院 733-0011 広島市西区横川町2-5-12

福　島　一　則 福島歯科医院 733-0003 広島市西区三篠町3-20-10

三　戸　敦　史 三戸歯科医院 733-0012 広島市西区中広町2-25-12

萬　　　浅　行 萬歯科医院 733-0801 広島市西区新庄町14-3

円　林　義　一 (医)社団円林歯科医院 731-0143 広島市安佐南区長楽寺1-8-11 田中ビル1F

加　島　弘　之 かしま歯科 731-0125 広島市安佐南区大町西1-4-38

坂　　　暢　江 (医)サカもみの木会サカ緑井病院歯科 731-0103 広島市安佐南区緑井6-28-1

西　村　好　一 西村歯科医院 731-0113 広島市安佐南区西原9-19-24

古　本　博　嗣 ミモザ歯科 731-0113 広島市安佐南区西原1-11-10

山　田　真　司 祇園歯科クリニック 731-0113 広島市安佐南区西原5-17-1

河　野　美　紀 河野歯科医院 731-0231 広島市安佐北区亀山9-12-40 山本ビル2F

松　本　浩　一 (医)社団松本歯科医院 731-0231 広島市安佐北区亀山3-1-44

生　長　洋　次 いくなが歯科医院 736-0083 広島市安芸区矢野東5-3-15 ペガッソ木村1F

中　村　茂　夫 中村歯科医院 739-0321 広島市安芸区中野3-9-6 れんげビル3F

日　野　孝　宗 (医)せのがわ瀬野川病院 歯科 739-0323 広島市安芸区中野東4-11-13

野　村　俊　夫 (医)社団俊美会野村歯科医院 736-0086 広島市安芸区矢野南1-17-11

小　嶺　龍　治 慈晃歯科医院 731-5127 広島市佐伯区五日市5-11-21 第二桂ビル202号

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

石　田　康　隆 公立下蒲刈病院 737-0303 呉市下蒲刈町下島2120-4

髙　島　有紀子 (医)興祉会亀本歯科クリニック 737-0853 呉市吉浦中町1-4-1

東　森　秀　年 国家公務員等共済組合連合会呉共済病院 歯科口腔外科 737-8505 呉市西中央2-3-28

桧　垣　一　夫 (医)アペイロンアルファデンタルオフィス 737-0041 呉市和庄1-3-1

裏　崎　英　之 うらさき歯科 723-0046 三原市明神2-11-10

船　木　洋　治 船木歯科医院 723-0016 三原市宮沖1-9-2

尾道市 伊　藤　　　翼 ＪＡ尾道総合病院　歯科口腔外科 722-8508 尾道市平原1-10-23

小　川　秀　典 小川歯科医院 729-0104 福山市松永町4-16-6

佐　藤　裕　紀 佐藤歯科医院 720-0815 福山市野上町2-15-1

藤　井　理　史 藤井歯科医院 720-0051 福山市桜馬場町1-30

三次市 安　井　良　一 (社福)ともえ会子鹿医療療育センター 728-0025 三次市粟屋町1664

伊　藤　勇　治 (医)社団伊藤歯科医院 739-2102 東広島市高屋町杵原1296-1

坪　島　充　男 坪島歯科診療所 739-0146 東広島市八本松飯田5-8-32

安　田　明　敏 安田歯科医院 738-0053 廿日市市阿品台3-11-17

石　本　耕　二 (医)社団つくも会藤岡歯科医院 738-0042 廿日市市地御前1-9-30

平　野　秀　彦 ヒラノ歯科医院 738-0033 廿日市市串戸4-4-3

浅　尾　友里愛 マツダ(株)マツダ病院 歯科･口腔外科 735-8585 安芸郡府中町青崎南2-15

坂　本　哲　彦 マツダ(株)マツダ病院 歯科･口腔外科 735-8585 安芸郡府中町青崎南2-15

野　村　昌　利 (医)社団昌佳会野村歯科医院 735-0008 安芸郡府中町鶴江2-12-11
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海田町 小　川　俊　夫 おがわ歯科医院 736-0035 安芸郡海田町日の出町6-6 グランステイツ海田1F

熊野町 岡　田　信　彦 岡田歯科医院 731-4213 安芸郡熊野町萩原7-14-19

北広島町 光　野　聖　司 トマト歯科クリニック 731-1533 山県郡北広島町有田1532 千代田ショッピングセンターサンクス3F



氏名（敬称略） 医療機関名 〒

広島市
南区

谷　　　厳　範 たに歯科クリニック 734-0015 広島市南区宇品御幸3-2-6

三原市 郷　田　　　浩 郷田歯科医院 723-0003 三原市中之町9-2-15

足　立　　　均 あだち歯科 720-0822 福山市川口町4-12-46

池　田　　　量 IKEDA DENTAL CLINIC 721-0926 福山市大門町3-23-32

卜　部　雅　嗣 うらべ歯科 720-1141 福山市駅家町江良264-4

太　田　吉　宣 おおた歯科医院 720-0832 福山市水呑町4487-2

甲　斐　敬　康 甲斐歯科医院 720-1262 福山市芦田町下有地980-2

木　村　周　子 中山歯科医院 720-0031 福山市三吉町4-13-29

小　林　高　久 小林歯科 720-0832 福山市水呑町1927

小　林　修　之 小林歯科医院 729-0112 福山市神村町766-3

作　田　篤　代 作田歯科医院 721-0942 福山市引野町5-20-15

佐　藤　新　治 佐藤歯科医院 721-0965 福山市王子町1-6-14

篠　原　弘　明 シーズデンタルクリニック 720-0067 福山市西町3-15-17

武　田　清　孝 タケダ歯科医院 720-2122 福山市神辺町新湯野56-10

武　田　尊　浩 明神歯科・矯正歯科医院 721-0961 福山市明神町1-5-41

田　中　敏　夫 田中歯科医院 720-0807 福山市明治町13-22

平　田　　　孝 はなえみ歯科 720-0815 福山市野上町3-12-21

平　田　道　昭 平田歯科医院 720-0813 福山市道三町1-7

牧　平　周　生 牧平歯科医院 720-0541 福山市金江町金見2522-2

三　谷　　　泰 三谷歯科医院 720-0311 福山市沼隈町草深1966-2

宗　金　龍　二 宗金歯科医院 722-2324 尾道市因島田熊町4334-2

門　田　信　彦 門田歯科医院 720-1264 福山市芦田町福田1020-15

横　山　和　範 横山歯科医院 720-0825 福山市沖野上町5-15-1

吉　田　知　生 よしだ歯科 721-0973 福山市南蔵王町2-10-18

府中市 藤　本　俊　介 (医)社団フジモト歯科 726-0012 府中市中須町721-8

福山市
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大　倉　知　久 (医)ともみ会大倉歯科医院 728-0017 三次市南畑敷町140-5

折　田　伸二郎 折田歯科医院 728-0012 三次市十日市中3-9-3

片　山　莊太郎 (医)社団仁屋会片山歯科医院 728-0013 三次市十日市東1-7-1

金　子　周　平 スマイル歯科クリニック 728-0023 三次市東酒屋町513-3

金　子　昌　平 スマイル歯科クリニック 728-0023 三次市東酒屋町513-3

木　村　直　大 市立三次中央病院 歯科口腔外科 728-0023 三次市東酒屋町531

佐　藤　　　徳 さとう歯科医院 729-4211 三次市吉舎町吉舎1584-1

瀬　山　　　淳 瀬山備北歯科 728-0013 三次市十日市東4-3-6

髙　本　章　司 高本歯科医院 729-4304 三次市三良坂町三良坂4254-1

森　本　徳　明 矯正歯科森本 728-0006 三次市畠敷町880-3-1F

佐々木　や　え 佐々木歯科医院 727-0012 庄原市中本町1-2-21

牧　原　由紀子 牧原歯科医院 727-0013 庄原市西本町2-16-17

八　谷　和　彦 八谷歯科クリニック 727-0013 庄原市西本町1-8-14

横　山　　　勝 (医)社団横山歯科医院 729-5125 庄原市東城町川西792-1

宗　近　宏　子 宗近歯科医院 739-0036 東広島市西条町田口2725-1

宗　近　雅　博 宗近歯科医院 739-0036 東広島市西条町田口2725-1

廿日市市 村　上　誠　一 村上歯科医院 739-0424 廿日市市前空5-2-5

黒　岩　整　治 黒岩歯科医院 739-1201 安芸高田市向原町坂9-1

山　﨑　信　義 山﨑歯科医院 731-0521 安芸高田市吉田町常友1267-2

吉　村　直　規 吉村歯科医院 731-0523 安芸高田市吉田町山手1217-1

海田町 稻　垣　穗　積 稲垣歯科医院 736-0068 安芸郡海田町新町19-10

安芸高田市
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