
保険外併用療養費医療機関名簿

 医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 病床数

[　　　　　　　　 現在 作成         頁

報告内容医療機関番号

[沖縄県]

平成30年 6月 1日 歯科］ 平成30年 6月 1日      1

01･3065･7 崇元寺歯科医院 〒900-0012 金属床による総義歯の提供
那覇市泊１－８－３       （金属総義歯）第   558号                徴収開始年月日：平成13年 7月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           110,000    110,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   176号                  徴収開始年月日：平成17年 7月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所        500          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01･3106･9 寄宮歯科医院 〒902-0077 金属床による総義歯の提供

那覇市長田１－１２－３       （金属総義歯）第    34号                徴収開始年月日：平成13年 7月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           100,000    100,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   162号                  徴収開始年月日：平成17年 7月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01･3120･0 ハシカド歯科医院 〒902-0062 金属床による総義歯の提供

那覇市松川１－１－６       （金属総義歯）第   570号                徴収開始年月日：平成13年 7月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           150,000    150,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01･3137･4 前島歯科医院 〒901-0152 う蝕に罹患している患者の指導管理

那覇市小禄５４６－２       （う蝕管理）第    44号                  徴収開始年月日：平成15年 7月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      5,000          
          02:小窩裂溝填塞      3,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01･3155･6 銘苅歯科医院 〒900-0033 金属床による総義歯の提供

那覇市久米２－１６－２２       （金属総義歯）第   567号                徴収開始年月日：平成13年 7月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           110,000    110,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01･3156･4 屋宜歯科医院 〒902-0067 金属床による総義歯の提供

那覇市安里１－４－１３       （金属総義歯）第   699号                徴収開始年月日：平成28年12月14日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           160,000    160,000    
          04:チタン                                             200,000    200,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01･3157･2 銘苅歯科医院 〒902-0067 金属床による総義歯の提供

那覇市安里１－２－４       （金属総義歯）第   568号                徴収開始年月日：平成13年 7月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          04:チタン                                             160,000    160,000    
          03:コバルト                                           130,000    130,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



保険外併用療養費医療機関名簿

 医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 病床数

[　　　　　　　　 現在 作成         頁

報告内容医療機関番号

[沖縄県]

平成30年 6月 1日 歯科］ 平成30年 6月 1日      2

01･3163･0 宮里歯科医院 〒900-0021 金属床による総義歯の提供
那覇市泉崎１－１９－１７       （金属総義歯）第   555号                徴収開始年月日：平成13年 7月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           130,000    130,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01･3204･2 タマキ歯科医院 〒900-0015 金属床による総義歯の提供

那覇市久茂地２－１２－１       （金属総義歯）第    74号                徴収開始年月日：平成13年 7月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           150,000               

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01･3236･4 長嶺歯科医院 〒902-0062 金属床による総義歯の提供

那覇市松川１－１１－１３       （金属総義歯）第   564号                徴収開始年月日：平成13年 7月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           136,500    136,500    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   268号                  徴収開始年月日：平成17年 7月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,575          
          02:小窩裂溝填塞      1,575          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01･3249･7 たかみね歯科クリニッ〒900-0032 金属床による総義歯の提供

ク 那覇市松山１－９－２       （金属総義歯）第   380号                徴収開始年月日：平成17年 7月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           200,000               
          04:チタン                                             250,000               

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01･3259･6 おくずみ歯科クリニッ〒900-0002 金属床による総義歯の提供

ク 那覇市曙２－１０－２５       （金属総義歯）第   374号                徴収開始年月日：平成17年 7月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                            80,000     80,000    
          04:チタン                                             100,000    100,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01･3285･1 山城歯科医院 〒902-0076 金属床による総義歯の提供

那覇市与儀３７３－７メゾン城間       （金属総義歯）第   592号                徴収開始年月日：平成18年 7月 1日
１Ｆ           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           120,000    120,000    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



保険外併用療養費医療機関名簿

 医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 病床数

[　　　　　　　　 現在 作成         頁

報告内容医療機関番号

[沖縄県]

平成30年 6月 1日 歯科］ 平成30年 6月 1日      3

01･3291･9 高良歯科医院 〒901-0152 金属床による総義歯の提供
那覇市小禄１－１－７プラザ高良       （金属総義歯）第   299号                徴収開始年月日：平成13年 7月 1日
２０１           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          01:白金                                             1,000,000    900,000    
          02:金                                                 700,000    500,000    
          03:コバルト                                           140,000    120,000    
          04:チタン                                             500,000    450,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   186号                  徴収開始年月日：平成15年 7月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,000          
          02:小窩裂溝填塞      1,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01･3298･4 嘉数歯科医院 〒902-0067 金属床による総義歯の提供

那覇市安里２－４－１７ライオン       （金属総義歯）第   563号                徴収開始年月日：平成13年 7月 1日
ズマンション２０５           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           120,000               
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   325号                  徴収開始年月日：平成17年 7月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所        500          
          02:小窩裂溝填塞        500          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01･3302･4 むらやま歯科医院 〒901-0146 金属床による総義歯の提供

那覇市具志２－３－１３       （金属総義歯）第   640号                徴収開始年月日：平成22年 7月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          04:チタン                                             100,000    100,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01･3310･7 あかみね歯科クリニッ〒901-0145 金属床による総義歯の提供

ク 那覇市高良１－１－６２       （金属総義歯）第   361号                徴収開始年月日：平成13年 7月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          04:チタン                                             200,000    200,000    
          03:コバルト                                           150,000    150,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01･3313･1 あけぼの歯科 〒900-0002 う蝕に罹患している患者の指導管理

那覇市曙２－２４－３ＰＭＣマン       （う蝕管理）第   282号                  徴収開始年月日：平成17年 7月 1日
ション２Ｆ           継続管理種類  　      価格

          01:フッ化物局所      2,000          
          02:小窩裂溝填塞      2,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01･3315･6 ふるげん歯科医院 〒900-0025 金属床による総義歯の提供

那覇市壺川３丁目４番地の２沖縄       （金属総義歯）第   596号                徴収開始年月日：平成18年 7月 1日
全逓会館２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           100,000               
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



保険外併用療養費医療機関名簿

 医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 病床数

[　　　　　　　　 現在 作成         頁

報告内容医療機関番号

[沖縄県]

平成30年 6月 1日 歯科］ 平成30年 6月 1日      4

01･3316･4 砂川歯科医院 〒902-0071 金属床による総義歯の提供
那覇市繁多川５－１７－７       （金属総義歯）第   664号                徴収開始年月日：平成26年 2月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           100,000    100,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   440号                  徴収開始年月日：平成26年 2月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      2,000          
          02:小窩裂溝填塞      1,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01･3319･8 すながわ歯科クリニッ〒903-0804 う蝕に罹患している患者の指導管理

ク 那覇市首里石嶺町２－１１８－１       （う蝕管理）第   102号                  徴収開始年月日：平成17年 7月 1日
コーポ華１Ｆ           継続管理種類  　      価格

          01:フッ化物局所      3,000          
          02:小窩裂溝填塞      3,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01･3329･7 医療法人　さつき会　〒901-0153 金属床による総義歯の提供

さつき歯科クリニック那覇市宇栄原２－１８－３       （金属総義歯）第   536号                徴収開始年月日：平成13年 7月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          02:金                                                 120,000    120,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01･3332･1 松本歯科クリニック 〒902-0073 金属床による総義歯の提供

那覇市上間５５９－１サンフェア       （金属総義歯）第   590号                徴収開始年月日：平成18年 7月 1日
リー毎日１Ｆ           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           250,000               
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01･3351･1 長堂歯科医院 〒902-0071 金属床による総義歯の提供

那覇市繁多川２－１－１       （金属総義歯）第   565号                徴収開始年月日：平成17年 7月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           120,000    120,000    
          04:チタン                                             160,000    160,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01･3352･9 名城歯科医院 〒902-0078 金属床による総義歯の提供

那覇市識名３－２２－２７       （金属総義歯）第   307号                徴収開始年月日：平成13年 7月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          01:白金                                               100,000    100,000    
          02:金                                                 100,000    100,000    
          03:コバルト                                            50,000     50,000    
          04:チタン                                             100,000    100,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   271号                  徴収開始年月日：平成17年 7月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所        500          
          02:小窩裂溝填塞      1,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



保険外併用療養費医療機関名簿

 医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 病床数

[　　　　　　　　 現在 作成         頁

報告内容医療機関番号

[沖縄県]

平成30年 6月 1日 歯科］ 平成30年 6月 1日      5

01･3354･5 上里歯科医院 〒903-0804 金属床による総義歯の提供
那覇市首里石嶺町３－３７２       （金属総義歯）第   135号                徴収開始年月日：平成13年 7月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           100,000    100,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01･3361･0 やまと歯科医院 〒901-0156 う蝕に罹患している患者の指導管理

那覇市田原３－７－２小禄リース       （う蝕管理）第   318号                  徴収開始年月日：平成17年 7月 1日
ビル　３Ｆ　３０４号           継続管理種類  　      価格

          01:フッ化物局所        500          
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01･3372･7 ほかま歯科クリニック〒903-0805 う蝕に罹患している患者の指導管理

那覇市首里鳥堀町１－９　２階       （う蝕管理）第   409号                  徴収開始年月日：平成15年 7月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01･3375･0 友寄デンタルクリニッ〒902-0064 う蝕に罹患している患者の指導管理

ク 那覇市寄宮１－３２－２       （う蝕管理）第   274号                  徴収開始年月日：平成17年 7月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,000          
          02:小窩裂溝填塞      2,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01･3376･8 シンヤ歯科 〒901-0151 金属床による総義歯の提供

那覇市鏡原町２６－２６       （金属総義歯）第   573号                徴収開始年月日：平成17年 7月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
                                                                 30,000     30,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01･3380･0 きんじょう歯科 〒900-0016 金属床による総義歯の提供

那覇市前島１－６－５       （金属総義歯）第   575号                徴収開始年月日：平成13年 7月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           160,000               

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01･3389･1 けんし歯科医院 〒900-0015 金属床による総義歯の提供

那覇市久茂地３－４－１０久茂地       （金属総義歯）第   537号                徴収開始年月日：平成13年 7月 1日
ＹＡＫＡビル４Ｆ           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           210,000    210,000    
          04:チタン                                             250,000    250,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01･3394･1 医療法人長浜歯科医院〒902-0075 金属床による総義歯の提供

那覇市国場１１８６－２       （金属総義歯）第   595号                徴収開始年月日：平成18年 7月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           160,000               

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01･3396･6 にしひら歯科クリニッ〒902-0072 金属床による総義歯の提供

ク 那覇市真地３５８－１       （金属総義歯）第   579号                徴収開始年月日：平成17年 7月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           130,000    130,000    



保険外併用療養費医療機関名簿

 医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 病床数

[　　　　　　　　 現在 作成         頁

報告内容医療機関番号

[沖縄県]

平成30年 6月 1日 歯科］ 平成30年 6月 1日      6

01･3397･4 うちはら歯科 〒900-0024 金属床による総義歯の提供
那覇市古波蔵２－３２－２９       （金属総義歯）第   566号                徴収開始年月日：平成17年 7月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          01:白金                                               140,000    100,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   207号                  徴収開始年月日：平成17年 7月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,000          
          02:小窩裂溝填塞      1,500          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01･3400･6 浜口歯科医院 〒900-0015 金属床による総義歯の提供

那覇市久茂地１－４－９アイキャ       （金属総義歯）第   247号                徴収開始年月日：平成17年 7月 1日
ンビル２Ｆ           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           210,000               
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   323号                  徴収開始年月日：平成17年 7月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所        525          
          02:小窩裂溝填塞      1,050          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01･3405･5 本永デンタルオフィス〒900-0032 金属床による総義歯の提供

那覇市松山１－１－１       （金属総義歯）第     3号                徴収開始年月日：平成13年 7月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          01:白金                                               250,000    250,000    
          02:金                                                 200,000    200,000    
          03:コバルト                                           170,000    170,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   269号                  徴収開始年月日：平成17年 7月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01･3407･1 真和志歯科クリニック〒902-0063 金属床による総義歯の提供

那覇市三原３－１８－２７       （金属総義歯）第    48号                徴収開始年月日：平成13年 7月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           120,000               

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01･3410･5 赤嶺歯科クリニック 〒900-0023 金属床による総義歯の提供

那覇市楚辺２－２５－９       （金属総義歯）第   539号                徴収開始年月日：平成13年 7月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           120,000    120,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   279号                  徴収開始年月日：平成17年 7月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      2,000          
          02:小窩裂溝填塞      1,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



保険外併用療養費医療機関名簿

 医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 病床数

[　　　　　　　　 現在 作成         頁

報告内容医療機関番号

[沖縄県]

平成30年 6月 1日 歯科］ 平成30年 6月 1日      7

01･3423･8 おおた歯科 〒900-0021 金属床による総義歯の提供
那覇市泉崎２－１－６　２Ｆ       （金属総義歯）第   556号                徴収開始年月日：平成17年 7月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          02:金                                                 200,000    200,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01･3425･3 かかず歯科医院 〒902-0074 金属床による総義歯の提供

那覇市仲井真３７９－２つねビル       （金属総義歯）第   383号                徴収開始年月日：平成13年 7月 1日
２Ｆ           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           150,000    150,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   312号                  徴収開始年月日：平成17年 7月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01･3426･1 まきし歯科医院 〒903-0804 金属床による総義歯の提供

那覇市首里石嶺町４－１９９       （金属総義歯）第   381号                徴収開始年月日：平成17年 7月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          01:白金                                               200,000    200,000    
          02:金                                                 200,000    200,000    
          03:コバルト                                           150,000    150,000    
          04:チタン                                             200,000    200,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第    89号                  徴収開始年月日：平成17年 7月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,000          
          02:小窩裂溝填塞      1,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01･3427･9 いしはら歯科医院 〒901-0152 う蝕に罹患している患者の指導管理

那覇市小禄２丁目３番地１３       （う蝕管理）第   214号                  徴収開始年月日：平成17年 7月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,000          
          02:小窩裂溝填塞      1,500          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01･3432･9 ＣＯＣＯ歯科医院 〒901-0156 う蝕に罹患している患者の指導管理

那覇市田原４－１－６メゾン金城       （う蝕管理）第   302号                  徴収開始年月日：平成17年 7月 1日
１０２           継続管理種類  　      価格

          01:フッ化物局所        500          
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01･3434･5 金城歯科医院 〒902-0078 う蝕に罹患している患者の指導管理

那覇市識名１－５－１２       （う蝕管理）第   270号                  徴収開始年月日：平成17年 7月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,000          
          02:小窩裂溝填塞      1,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



保険外併用療養費医療機関名簿

 医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 病床数

[　　　　　　　　 現在 作成         頁

報告内容医療機関番号

[沖縄県]

平成30年 6月 1日 歯科］ 平成30年 6月 1日      8

01･3436･0 たから歯科 〒902-0067 金属床による総義歯の提供
那覇市安里３７２ＳＴビル       （金属総義歯）第   557号                徴収開始年月日：平成13年 7月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           225,000               
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   324号                  徴収開始年月日：平成17年 7月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      2,000          
          02:小窩裂溝填塞      2,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01･3437･8 もり歯科 〒902-0076 金属床による総義歯の提供

那覇市与儀２－２－３       （金属総義歯）第   352号                徴収開始年月日：平成17年 7月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           126,000    126,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   115号                  徴収開始年月日：平成17年 7月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,050          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01･3439･4 石井歯科医院 〒901-0152 う蝕に罹患している患者の指導管理

那覇市小禄１－２７－１７ソシア       （う蝕管理）第   234号                  徴収開始年月日：平成15年 7月 1日
Ａ１０２           継続管理種類  　      価格

          01:フッ化物局所        250          
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01･3442･8 へんざん歯科クリニッ〒902-0075 う蝕に罹患している患者の指導管理

ク 那覇市国場３７２２階       （う蝕管理）第   310号                  徴収開始年月日：平成17年 7月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,000          
          02:小窩裂溝填塞      1,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01･3443･6 高良一丁目歯科 〒901-0146 う蝕に罹患している患者の指導管理

那覇市具志１－１－１１       （う蝕管理）第    49号                  徴収開始年月日：平成15年 7月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      5,000          
          02:小窩裂溝填塞      3,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01･3465･9 まきし歯科 〒900-0012 金属床による総義歯の提供

那覇市泊１－１－１３       （金属総義歯）第   347号                徴収開始年月日：平成13年 7月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           100,000               
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   124号                  徴収開始年月日：平成17年 7月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



保険外併用療養費医療機関名簿

 医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 病床数

[　　　　　　　　 現在 作成         頁

報告内容医療機関番号

[沖縄県]

平成30年 6月 1日 歯科］ 平成30年 6月 1日      9

01･3472･5 みやらデンタルクリニ〒902-0073 金属床による総義歯の提供
ック 那覇市上間２３６       （金属総義歯）第   571号                徴収開始年月日：平成13年 7月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           150,000               
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   313号                  徴収開始年月日：平成17年 7月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所        500          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01･3478･2 伊計歯科 〒900-0005 金属床による総義歯の提供

那覇市天久１－２７－２０       （金属総義歯）第   249号                徴収開始年月日：平成17年 7月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
                                フレキサイト                    100,000    100,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   322号                  徴収開始年月日：平成17年 7月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01･3479･0 ひまわり歯科 〒901-0154 う蝕に罹患している患者の指導管理

那覇市赤嶺２－４－１２       （う蝕管理）第   309号                  徴収開始年月日：平成17年 7月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所        800          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01･3482･4 仲本歯科医院 〒900-0004 金属床による総義歯の提供

那覇市銘苅３－１５－３       （金属総義歯）第   123号                徴収開始年月日：平成13年 7月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           150,000    150,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01･3489･9 小禄ホワイト歯科 〒901-0145 う蝕に罹患している患者の指導管理

那覇市高良３－６－１シティパレ       （う蝕管理）第   315号                  徴収開始年月日：平成17年 7月 1日
ス１Ｆ           継続管理種類  　      価格

          01:フッ化物局所      1,000          
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01･3494･9 新里歯科・矯正歯科 〒902-0065 金属床による総義歯の提供

那覇市壺屋２－１５－１４       （金属総義歯）第   572号                徴収開始年月日：平成17年 7月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           150,000    150,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01･3496･4 ごや歯科クリニック 〒900-0004 金属床による総義歯の提供

那覇市銘刈３２３－１　２Ｆ       （金属総義歯）第   384号                徴収開始年月日：平成14年 8月 2日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           200,000    200,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   311号                  徴収開始年月日：平成14年 8月 2日
          継続管理種類  　      価格
          02:小窩裂溝填塞        520          



保険外併用療養費医療機関名簿

 医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 病床数

[　　　　　　　　 現在 作成         頁

報告内容医療機関番号

[沖縄県]

平成30年 6月 1日 歯科］ 平成30年 6月 1日     10

01･3497･2 エム・エム歯科クリニ〒900-0013 金属床による総義歯の提供
ック 那覇市牧志１－１２－５       （金属総義歯）第   197号                徴収開始年月日：平成14年10月 3日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           150,000    150,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01･3500･3 ながみね歯科 〒900-0004 金属床による総義歯の提供

那覇市銘刈１－１０－１２       （金属総義歯）第   538号                徴収開始年月日：平成17年 7月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           150,000    150,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01･3501･1 オリオン歯科 〒902-0063 金属床による総義歯の提供

那覇市三原１－２３－１       （金属総義歯）第   532号                徴収開始年月日：平成14年12月 2日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           150,000    150,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   285号                  徴収開始年月日：平成14年12月 2日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,500          
          02:小窩裂溝填塞      1,500          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01･3502･9 首里歯科医院 〒903-0821 金属床による総義歯の提供

那覇市首里儀保町２－５１金城ビ       （金属総義歯）第   206号                徴収開始年月日：平成14年12月 2日
ル１Ｆ           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           140,000    140,000    
          04:チタン                                             170,000    170,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第    12号                  徴収開始年月日：平成14年12月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,000          
          02:小窩裂溝填塞      2,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01･3503･7 ハロー歯科 〒903-0806 金属床による総義歯の提供

那覇市首里汀良町３－９８－４       （金属総義歯）第   578号                徴収開始年月日：平成15年 4月11日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           140,000               
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   273号                  徴収開始年月日：平成15年 4月11日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01･3504･5 アイリス歯科 〒902-0077 う蝕に罹患している患者の指導管理

那覇市長田１－１－１アクロス寄       （う蝕管理）第   286号                  徴収開始年月日：平成17年 7月 1日
宮２階           継続管理種類  　      価格

          01:フッ化物局所      1,000          
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



保険外併用療養費医療機関名簿

 医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 病床数

[　　　　　　　　 現在 作成         頁

報告内容医療機関番号

[沖縄県]

平成30年 6月 1日 歯科］ 平成30年 6月 1日     11

01･3508･6 首里あかみね歯科 〒903-0815 金属床による総義歯の提供
那覇市首里金城町２－１０１       （金属総義歯）第   534号                徴収開始年月日：平成16年 1月 8日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           150,000    150,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   321号                  徴収開始年月日：平成17年 7月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所        525          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01･3509･4 はねじ歯科クリニック〒900-0004 金属床による総義歯の提供

那覇市銘刈１－３－４１レゼルア       （金属総義歯）第   229号                徴収開始年月日：平成15年 9月18日
ッシュ２Ｂ           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           200,000    200,000    
          04:チタン                                             300,000    300,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   306号                  徴収開始年月日：平成15年 9月18日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所        500          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01･3513･6 まさたけ歯科医院 〒901-0152 金属床による総義歯の提供

那覇市小禄１－２６－２０       （金属総義歯）第   560号                徴収開始年月日：平成16年 2月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                            90,000     90,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   327号                  徴収開始年月日：平成17年 7月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01･3514･4 たかえす歯科クリニッ〒900-0005 金属床による総義歯の提供

ク 那覇市天久２－３０－１       （金属総義歯）第   576号                徴収開始年月日：平成16年 2月 4日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
                                バイタリウム                    100,000    100,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   275号                  徴収開始年月日：平成17年 7月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01･3515･1 ゆいデンタルクリニッ〒902-0075 金属床による総義歯の提供

ク 那覇市国場１１８３－１       （金属総義歯）第   250号                徴収開始年月日：平成17年 7月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           157,500               

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01･3518･5 あらかき歯科 〒902-0064 金属床による総義歯の提供

那覇市寄宮１５３－１－２Ｆ       （金属総義歯）第   594号                徴収開始年月日：平成18年 7月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           150,000               



保険外併用療養費医療機関名簿

 医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 病床数

[　　　　　　　　 現在 作成         頁

報告内容医療機関番号

[沖縄県]

平成30年 6月 1日 歯科］ 平成30年 6月 1日     12

01･3519･3 けいこ歯科医院 〒903-0826 金属床による総義歯の提供
那覇市首里寒川町２－６８－２       （金属総義歯）第   308号                徴収開始年月日：平成17年 7月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                                      150,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   308号                  徴収開始年月日：平成17年 7月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所        500          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01･3525･0 大山歯科医院 〒901-0152 金属床による総義歯の提供

那覇市小禄１２０番地２Ｆ       （金属総義歯）第   531号                徴収開始年月日：平成17年 7月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           120,000    120,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   284号                  徴収開始年月日：平成17年 7月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      2,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01･3530･0 みやぎ歯科医院 〒900-0021 金属床による総義歯の提供

那覇市泉崎２－２－２       （金属総義歯）第   359号                徴収開始年月日：平成17年 7月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          01:白金                                               450,000    450,000    
          02:金                                                 400,000    400,000    
          03:コバルト                                           190,000    190,000    
          04:チタン                                             250,000    250,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01･3531･8 ＮＹデンタルクリニッ〒900-0004 金属床による総義歯の提供

ク 那覇市銘刈２－１－２４       （金属総義歯）第   580号                徴収開始年月日：平成17年 7月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           157,500    157,500    
          04:チタン                                             210,000    210,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   319号                  徴収開始年月日：平成17年 7月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      2,100          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01･3538･3 白山歯科クリニック 〒901-0152 金属床による総義歯の提供

那覇市小禄５丁目１７番１号       （金属総義歯）第   529号                徴収開始年月日：平成17年12月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           120,000    120,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01･3540･9 はやし歯科クリニック〒900-0031 金属床による総義歯の提供

那覇市若狭２丁目５番１号       （金属総義歯）第   583号                徴収開始年月日：平成18年 4月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           150,000    150,000    
          04:チタン                                             200,000    200,000    



保険外併用療養費医療機関名簿

 医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 病床数

[　　　　　　　　 現在 作成         頁

報告内容医療機関番号

[沖縄県]

平成30年 6月 1日 歯科］ 平成30年 6月 1日     13

01･3543･3 くばがわ歯科医院 〒903-0806 金属床による総義歯の提供
那覇市首里汀良町３丁目６３番地       （金属総義歯）第   581号                徴収開始年月日：平成18年 7月 1日
３ハイビスカスマンションＢー１           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
号           03:コバルト                                            70,000     70,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01･3546･6 ケイデンタルオフィス〒901-0152 金属床による総義歯の提供

那覇市小禄４丁目１番地の８       （金属総義歯）第   615号                徴収開始年月日：平成18年 9月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           150,000    150,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   410号                  徴収開始年月日：平成19年 7月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,000          
          02:小窩裂溝填塞      2,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01･3549･0 赤崎歯科 〒900-0012 金属床による総義歯の提供

那覇市泊３－５－１２       （金属総義歯）第   617号                徴収開始年月日：平成19年 2月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           130,000    130,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   407号                  徴収開始年月日：平成19年 7月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      2,000          
          02:小窩裂溝填塞      1,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01･3550･8 のとはら歯科 〒903-0804 う蝕に罹患している患者の指導管理

那覇市首里石嶺町４丁目６番地３       （う蝕管理）第   404号                  徴収開始年月日：平成19年 7月 1日
号           継続管理種類  　      価格

          01:フッ化物局所      1,050          
          02:小窩裂溝填塞      1,050          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01･3564･9 イチロウ歯科 〒900-0003 う蝕に罹患している患者の指導管理

那覇市安謝２－２－１２ボストン       （う蝕管理）第   426号                  徴収開始年月日：平成21年 7月30日
ハウス１０２           継続管理種類  　      価格

          01:フッ化物局所      1,000          
          02:小窩裂溝填塞      1,500          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01･3565･6 かわひら歯科 〒900-0025 う蝕に罹患している患者の指導管理

那覇市壺川１－３－１１沖縄時事       （う蝕管理）第   424号                  徴収開始年月日：平成20年 9月 1日
出版ビル１Ｆ           継続管理種類  　      価格

          01:フッ化物局所      1,200          
          02:小窩裂溝填塞      1,500          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01･3568･0 玉木歯科 〒900-0015 金属床による総義歯の提供

那覇市久茂地１－２－２０ＯＴＶ       （金属総義歯）第   645号                徴収開始年月日：平成23年 8月25日
国和プラザ３階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           150,000    150,000    



保険外併用療養費医療機関名簿

 医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 病床数

[　　　　　　　　 現在 作成         頁

報告内容医療機関番号

[沖縄県]

平成30年 6月 1日 歯科］ 平成30年 6月 1日     14

01･3569･8 おおしろ　デンタルク〒900-0013 金属床による総義歯の提供
リニック 那覇市牧志２－１７－１５       （金属総義歯）第   635号                徴収開始年月日：平成21年 6月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           150,000    150,000    
          04:チタン                                             180,000    180,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01･3586･2 比嘉歯科医院 〒900-0036 金属床による総義歯の提供

那覇市西１－１５－１６       （金属総義歯）第   706号                徴収開始年月日：平成23年 4月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           140,000    140,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01･3595･3 中里歯科医院 〒900-0014 金属床による総義歯の提供

那覇市松尾１－９－１　２階       （金属総義歯）第   703号                徴収開始年月日：平成28年 8月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           140,000    140,000    
          04:チタン                                             180,000    180,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   437号                  徴収開始年月日：平成25年 7月25日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01･3600･1 嘉手納歯科医院 〒900-0033 金属床による総義歯の提供

那覇市久米１－２４－１３ミネビ       （金属総義歯）第   654号                徴収開始年月日：平成25年 2月 1日
ル２Ｆ           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           150,000    150,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   434号                  徴収開始年月日：平成25年 2月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所        800          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01･3617･5 西武門歯科医院 〒900-0033 金属床による総義歯の提供

那覇市久米２丁目２４番９       （金属総義歯）第   689号                徴収開始年月日：平成28年 1月 6日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           130,000    130,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01･3622･5 さわやか歯科クリニッ〒902-0064 金属床による総義歯の提供

ク 那覇市寄宮１７３番地１　前田ビ       （金属総義歯）第   694号                徴収開始年月日：平成28年 7月 2日
ル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           150,000    150,000    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01･3623･3 仲里歯科医院 〒900-0033 金属床による総義歯の提供

那覇市久米１－２５－１０       （金属総義歯）第   695号                徴収開始年月日：平成28年 8月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           170,000    170,000    
          04:チタン                                             200,000    200,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



保険外併用療養費医療機関名簿

 医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 病床数

[　　　　　　　　 現在 作成         頁

報告内容医療機関番号

[沖縄県]

平成30年 6月 1日 歯科］ 平成30年 6月 1日     15

01･3624･1 宮城歯科クリニック 〒902-0075 金属床による総義歯の提供
那覇市字国場５４１番地       （金属総義歯）第   698号                徴収開始年月日：平成28年12月 5日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           100,000    100,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01･3654･8 ともよせ歯科医院 〒901-0156 金属床による総義歯の提供

那覇市田原４－７－３       （金属総義歯）第   709号                徴収開始年月日：平成30年 4月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           150,000    150,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   466号                  徴収開始年月日：平成30年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      2,000          
          02:小窩裂溝填塞      1,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03･3039･8 医療法人仁陽会　ファ〒904-2215 金属床による総義歯の提供

ミリー歯科クリニックうるま市みどり町５－３－１１       （金属総義歯）第   548号                徴収開始年月日：平成13年 7月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           140,000    140,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   289号                  徴収開始年月日：平成17年 7月 1日
          継続管理種類  　      価格
          02:小窩裂溝填塞        360          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03･3051･3 かわい歯科医院 〒904-2215 金属床による総義歯の提供

うるま市みどり町４－１２－２５       （金属総義歯）第   143号                徴収開始年月日：平成13年 7月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          04:チタン                                             150,000    150,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03･3056･2 福岡歯科医院 〒904-1105 金属床による総義歯の提供

うるま市石川白浜２－９－１２       （金属総義歯）第   616号                徴収開始年月日：平成18年 7月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           120,000               

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03･3058･8 石川歯科医院 〒904-1106 金属床による総義歯の提供

うるま市石川二丁目２１－５       （金属総義歯）第   364号                徴収開始年月日：平成13年 7月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           120,000    120,000    
          04:チタン                                             120,000    120,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03･3064･6 しおみ歯科医院 〒904-2303 金属床による総義歯の提供

うるま市与那城１２２－１       （金属総義歯）第   549号                徴収開始年月日：平成13年 7月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           100,000    100,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



保険外併用療養費医療機関名簿

 医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 病床数

[　　　　　　　　 現在 作成         頁

報告内容医療機関番号

[沖縄県]

平成30年 6月 1日 歯科］ 平成30年 6月 1日     16

03･3065･3 屋慶名歯科医院 〒904-2304 金属床による総義歯の提供
うるま市与那城屋慶名１１０３       （金属総義歯）第   169号                徴収開始年月日：平成13年 7月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           110,000               

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03･3066･1 与勝ホワイト歯科医院〒904-2311 金属床による総義歯の提供

うるま市勝連南風原４０２５－１       （金属総義歯）第   547号                徴収開始年月日：平成13年 7月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           150,000    150,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   290号                  徴収開始年月日：平成15年 7月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      2,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03･3067･9 ほんだ歯科 〒904-2303 金属床による総義歯の提供

うるま市与那城９４－１－２Ｆ       （金属総義歯）第   244号                徴収開始年月日：平成17年 7月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           150,000    150,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   288号                  徴収開始年月日：平成17年 7月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,200          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03･3072･9 医療法人　花の城会　〒904-2244 う蝕に罹患している患者の指導管理

愛の里歯科診療所 うるま市江洲５２２番地１９       （う蝕管理）第   408号                  徴収開始年月日：平成19年 7月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所        800          
          02:小窩裂溝填塞      1,200          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03･3073･7 あおば歯科クリニック〒904-2214 金属床による総義歯の提供

うるま市安慶名３８５－２       （金属総義歯）第   629号                徴収開始年月日：平成19年 8月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           100,000    100,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03･3077･8 エース歯科クリニック〒904-1111 金属床による総義歯の提供

うるま市石川東恩納６２の２       （金属総義歯）第   627号                徴収開始年月日：平成21年 5月 8日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          01:白金                                               120,000    120,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03･3082･8 野原歯科医院 〒904-2221 う蝕に罹患している患者の指導管理

うるま市平良川９７－８       （う蝕管理）第   429号                  徴収開始年月日：平成22年 4月28日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



保険外併用療養費医療機関名簿

 医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 病床数

[　　　　　　　　 現在 作成         頁

報告内容医療機関番号

[沖縄県]

平成30年 6月 1日 歯科］ 平成30年 6月 1日     17

03･3086･9 医療法人社団秋桜会フ〒904-2214 う蝕に罹患している患者の指導管理
ァーストデンタルクリうるま市安慶名一丁目２番１８号       （う蝕管理）第   446号                  徴収開始年月日：平成26年 4月 1日
ニックうるま           継続管理種類  　      価格

          01:フッ化物局所      1,080          
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04･3037･0 中の町ホワイト歯科医〒904-0031 金属床による総義歯の提供

院 沖縄市上地二丁目９番１号２Ｆ       （金属総義歯）第   511号                徴収開始年月日：平成13年 7月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           150,000    150,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04･3055･2 おおにし歯科医院 〒904-0034 金属床による総義歯の提供

沖縄市山内２－７－１９       （金属総義歯）第   607号                徴収開始年月日：平成18年 7月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          01:白金                                               200,000    200,000    
          02:金                                                 200,000    200,000    
          03:コバルト                                           150,000    150,000    
          04:チタン                                             200,000    200,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   405号                  徴収開始年月日：平成19年 7月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,000          
          02:小窩裂溝填塞      1,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04･3061･0 ともよせ歯科 〒904-2151 金属床による総義歯の提供

沖縄市松本１－４－９       （金属総義歯）第   552号                徴収開始年月日：平成17年 7月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           157,500    157,500    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   298号                  徴収開始年月日：平成17年 7月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,000          
          02:小窩裂溝填塞      1,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04･3065･1 あさと歯科クリニック〒904-2171 う蝕に罹患している患者の指導管理

沖縄市高原１２９３       （う蝕管理）第   228号                  徴収開始年月日：平成17年 7月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,000          
          02:小窩裂溝填塞      1,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04･3091･7 医療法人福木会　カム〒904-2154 金属床による総義歯の提供

カム歯科医院 沖縄市東二丁目２５番５号       （金属総義歯）第   551号                徴収開始年月日：平成21年 8月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           170,000    170,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   210号                  徴収開始年月日：平成17年 7月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,000          



保険外併用療養費医療機関名簿

 医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 病床数

[　　　　　　　　 現在 作成         頁

報告内容医療機関番号

[沖縄県]

平成30年 6月 1日 歯科］ 平成30年 6月 1日     18

04･3095･8 なかむら歯科 〒904-0013 金属床による総義歯の提供
沖縄市室川２－３３－２０       （金属総義歯）第   544号                徴収開始年月日：平成13年 7月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           120,000    120,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   181号                  徴収開始年月日：平成17年 7月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04･3102･2 金城歯科医院 〒904-2162 金属床による総義歯の提供

沖縄市海邦２－１－２９       （金属総義歯）第   647号                徴収開始年月日：平成18年 7月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           180,000    180,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04･3114･7 グリーン歯科医院 〒904-2172 う蝕に罹患している患者の指導管理

沖縄市泡瀬４－２４－２２       （う蝕管理）第   132号                  徴収開始年月日：平成17年 7月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,500          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04･3127･9 ももやま歯科クリニッ〒904-0034 う蝕に罹患している患者の指導管理

ク 沖縄市山内３－９－１０       （う蝕管理）第   297号                  徴収開始年月日：平成17年 7月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,000          
          02:小窩裂溝填塞      1,500          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04･3133･7 宮城歯科クリニック 〒904-0033 金属床による総義歯の提供

沖縄市山里２－７－２おおやまビ       （金属総義歯）第   343号                徴収開始年月日：平成17年 7月 1日
ル　２Ｆ           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           150,000    150,000    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04･3134･5 松川歯科医院 〒904-2172 金属床による総義歯の提供

沖縄市泡瀬４－３９－５松川コミ       （金属総義歯）第   658号                徴収開始年月日：平成13年 7月 1日
ュニティビル１Ｆ           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           150,000    150,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   292号                  徴収開始年月日：平成15年 7月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,000          
          02:小窩裂溝填塞      2,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04･3139･4 歯のお医者さん 〒904-2155 う蝕に罹患している患者の指導管理

沖縄市美原１－２０－１１       （う蝕管理）第   293号                  徴収開始年月日：平成15年 7月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



保険外併用療養費医療機関名簿

 医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 病床数

[　　　　　　　　 現在 作成         頁

報告内容医療機関番号

[沖縄県]

平成30年 6月 1日 歯科］ 平成30年 6月 1日     19

04･3140･2 みきお歯科医院 〒904-2142 金属床による総義歯の提供
沖縄市登川１－１３－１９       （金属総義歯）第   543号                徴収開始年月日：平成17年 7月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          02:金                                                  60,000     60,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   295号                  徴収開始年月日：平成17年 7月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所        500          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04･3143･6 まえかわ歯科医院 〒904-2155 金属床による総義歯の提供

沖縄県沖縄市美原４丁目２番２号       （金属総義歯）第   193号                徴収開始年月日：平成14年 5月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04･3145･1 ひらた歯科クリニック〒904-2155 う蝕に罹患している患者の指導管理

沖縄市美原一丁目１１番２８号       （う蝕管理）第   131号                  徴収開始年月日：平成17年 7月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04･3148･5 カントリー歯科クリニ〒904-2171 う蝕に罹患している患者の指導管理

ック 沖縄市高原６丁目１３番６号       （う蝕管理）第   300号                  徴収開始年月日：平成17年 7月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04･3149･3 みんなの歯医者さん 〒904-0021 う蝕に罹患している患者の指導管理

沖縄市胡屋２－１６－２       （う蝕管理）第   185号                  徴収開始年月日：平成14年10月30日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      3,000          
          02:小窩裂溝填塞        500          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04･3163･4 なかわか歯科医院 〒904-2166 金属床による総義歯の提供

沖縄市古謝津嘉山町２８番７号       （金属総義歯）第   676号                徴収開始年月日：平成26年 8月15日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           165,000    165,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   447号                  徴収開始年月日：平成26年 8月15日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,500          
          02:小窩裂溝填塞      1,500          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04･3176･6 ＳＭＩＬＥ　ＤＥＳＩ〒904-2155 う蝕に罹患している患者の指導管理

ＧＮ　美里歯科医院 沖縄市美原４－４－２       （う蝕管理）第   435号                  徴収開始年月日：平成25年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,000          
          02:小窩裂溝填塞      1,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



保険外併用療養費医療機関名簿

 医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 病床数

[　　　　　　　　 現在 作成         頁

報告内容医療機関番号

[沖縄県]

平成30年 6月 1日 歯科］ 平成30年 6月 1日     20

04･3177･4 クリスタル　デンタル〒904-2161 金属床による総義歯の提供
　クリニック 沖縄市古謝２丁目２１－１９　メ       （金属総義歯）第   679号                徴収開始年月日：平成27年 4月17日

ゾン美希１Ｆ           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           150,000    150,000    
          04:チタン                                             200,000    200,000    
          40:その他             貴金属                          200,000    200,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04･3183･2 まぁる歯科医院 〒904-2143 う蝕に罹患している患者の指導管理

沖縄市知花１丁目２７－２０       （う蝕管理）第   451号                  徴収開始年月日：平成27年10月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所        500          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04･3192･3 サクラ　デンタルクリ〒904-2155 う蝕に罹患している患者の指導管理

ニック 沖縄市美原４－７－９       （う蝕管理）第   461号                  徴収開始年月日：平成29年 7月21日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所        500          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05･3022･9 中原歯科医院 〒901-2202 金属床による総義歯の提供

宜野湾市普天間１－１０－１４       （金属総義歯）第   516号                徴収開始年月日：平成13年 7月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           200,000    200,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第    78号                  徴収開始年月日：平成15年 7月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所        700          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05･3041･9 あらかき歯科クリニッ〒901-2203 金属床による総義歯の提供

ク 宜野湾市野嵩２－３４－９       （金属総義歯）第   498号                徴収開始年月日：平成17年 7月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           120,000    120,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   363号                  徴収開始年月日：平成15年 7月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所        500          
          02:小窩裂溝填塞        360          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05･3046･8 仲尾歯科医院 〒901-2215 金属床による総義歯の提供

宜野湾市真栄原１－１０－５       （金属総義歯）第    19号                徴収開始年月日：平成13年 7月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           100,000    100,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05･3061･7 医療法人翔志会　なか〒901-2204 金属床による総義歯の提供

むら歯科医院 宜野湾市上原１－６－５       （金属総義歯）第   518号                徴収開始年月日：平成13年 7月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           130,000               

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



保険外併用療養費医療機関名簿

 医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 病床数

[　　　　　　　　 現在 作成         頁

報告内容医療機関番号

[沖縄県]

平成30年 6月 1日 歯科］ 平成30年 6月 1日     21

05･3071･6 デイゴ歯科医院 〒901-2203 う蝕に罹患している患者の指導管理
宜野湾市野嵩４－１－１３       （う蝕管理）第   164号                  徴収開始年月日：平成17年 7月 1日

          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05･3084･9 ライフデンタルクリニ〒901-2223 金属床による総義歯の提供

ック 宜野湾市大山６－２４－９       （金属総義歯）第   520号                徴収開始年月日：平成13年 7月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           150,000    150,000    
          04:チタン                                             200,000    200,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   399号                  徴収開始年月日：平成19年 7月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      3,675          
          02:小窩裂溝填塞      4,200          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05･3092･2 山川歯科医院 〒901-2226 金属床による総義歯の提供

宜野湾市嘉数４－２６－１０ヤマ       （金属総義歯）第   515号                徴収開始年月日：平成13年 7月 1日
カワビルアネックス           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           157,500    157,500    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05･3098･9 生田歯科医院 〒901-2215 う蝕に罹患している患者の指導管理

宜野湾市真栄原３－３５－３       （う蝕管理）第   395号                  徴収開始年月日：平成19年 7月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,500          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05･3099･7 太陽歯科医院 〒901-2224 う蝕に罹患している患者の指導管理

宜野湾市真志喜２－１１－１       （う蝕管理）第   360号                  徴収開始年月日：平成17年 7月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,000          
          02:小窩裂溝填塞        500          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05･3108･6 医療法人照道会　オリ〒901-2225 金属床による総義歯の提供

ーブ歯科医院 宜野湾市大謝名１－２－２       （金属総義歯）第   224号                徴収開始年月日：平成15年 7月28日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           150,000    150,000    
          04:チタン                                             250,000    250,000    
          02:金                                                 350,000    350,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第    24号                  徴収開始年月日：平成15年 7月28日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,000          
          02:小窩裂溝填塞        500          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



保険外併用療養費医療機関名簿

 医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 病床数

[　　　　　　　　 現在 作成         頁

報告内容医療機関番号

[沖縄県]

平成30年 6月 1日 歯科］ 平成30年 6月 1日     22

05･3113･6 仲村歯科 〒901-2214 金属床による総義歯の提供
宜野湾市我如古４－５－６       （金属総義歯）第   610号                徴収開始年月日：平成18年 7月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           250,000               

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05･3117･7 渡瀬歯科 〒901-2224 う蝕に罹患している患者の指導管理

宜野湾市真志喜２－１－１       （う蝕管理）第   180号                  徴収開始年月日：平成18年 5月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05･3119･3 医療法人　健歯会　わ〒901-2205 う蝕に罹患している患者の指導管理

かばの森歯科医院 宜野湾市赤道１－１－１       （う蝕管理）第   398号                  徴収開始年月日：平成19年 7月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所        525          
          02:小窩裂溝填塞      1,050          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05･3120･1 パワー２″・歯科 〒901-2214 う蝕に罹患している患者の指導管理

宜野湾市我如古３－１２－１７シ       （う蝕管理）第   396号                  徴収開始年月日：平成19年 7月 1日
ティーライツ我如古１０３号           継続管理種類  　      価格

          01:フッ化物局所        500          
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05･3130･0 てぃーだ歯科 〒901-2202 金属床による総義歯の提供

宜野湾市普天間２丁目１４－１　       （金属総義歯）第   648号                徴収開始年月日：平成24年 4月 1日
サンフティーマ           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           185,000    150,000    
          04:チタン                                             250,000    250,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05･3131･8 高橋歯科医院 〒901-2202 金属床による総義歯の提供

宜野湾市普天間１－２６－８       （金属総義歯）第   692号                徴収開始年月日：平成28年 4月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           150,000    150,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05･3135･9 エンゼル歯科 〒901-2227 金属床による総義歯の提供

宜野湾市字宇地泊２６５－１       （金属総義歯）第   656号                徴収開始年月日：平成25年 3月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           150,000    150,000    
          04:チタン                                             200,000    200,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05･3143･3 あつみ歯科医院 〒901-2225 う蝕に罹患している患者の指導管理

宜野湾市大謝名１丁目１５番１４       （う蝕管理）第   464号                  徴収開始年月日：平成29年11月 2日
号           継続管理種類  　      価格

          01:フッ化物局所      1,080          
          02:小窩裂溝填塞      1,080          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



保険外併用療養費医療機関名簿

 医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 病床数

[　　　　　　　　 現在 作成         頁

報告内容医療機関番号

[沖縄県]

平成30年 6月 1日 歯科］ 平成30年 6月 1日     23

06･3018･5 松原歯科医院 〒906-0013 金属床による総義歯の提供
宮古島市平良下里９４４－２       （金属総義歯）第   528号                徴収開始年月日：平成13年 7月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           200,000    200,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   365号                  徴収開始年月日：平成17年 7月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      2,100          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06･3019･3 かのう歯科医院 〒906-0012 金属床による総義歯の提供

宮古島市平良西里５４３－３       （金属総義歯）第   644号                徴収開始年月日：平成13年 7月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト           ニッケルクロム合金              100,000    100,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   232号                  徴収開始年月日：平成17年 7月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所        240          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06･3034･2 池村歯科クリニック 〒906-0012 金属床による総義歯の提供

宮古島市平良西里１０１８－２       （金属総義歯）第    21号                徴収開始年月日：平成13年 7月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           100,000    100,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06･3035･9 たいら歯科クリニック〒906-0012 金属床による総義歯の提供

宮古島市平良西里４７２－２たい       （金属総義歯）第   523号                徴収開始年月日：平成17年 7月 1日
ら歯科ビル１Ｆ           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           150,000    150,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   338号                  徴収開始年月日：平成15年 7月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,000          
          02:小窩裂溝填塞      1,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06･3036･7 ＫＡＺＵデンタルクリ〒906-0012 金属床による総義歯の提供

ニック 宮古島市平良西里１５９       （金属総義歯）第   527号                徴収開始年月日：平成13年 7月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           100,000               
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   364号                  徴収開始年月日：平成17年 7月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所        500          
          02:小窩裂溝填塞      1,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



保険外併用療養費医療機関名簿

 医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 病床数

[　　　　　　　　 現在 作成         頁

報告内容医療機関番号

[沖縄県]

平成30年 6月 1日 歯科］ 平成30年 6月 1日     24

06･3037･5 医療法人　英秀会　岡〒906-0013 金属床による総義歯の提供
村歯科医院 宮古島市平良下里９２１       （金属総義歯）第   526号                徴収開始年月日：平成17年 7月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          02:金                                                 100,000    100,000    
          03:コバルト                                           100,000    100,000    
          04:チタン                                             100,000    100,000    
          02:金                                                 100,000    100,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   413号                  徴収開始年月日：平成19年 7月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,000          
          02:小窩裂溝填塞      1,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06･3040･9 佐良浜歯科医院 〒906-0501 う蝕に罹患している患者の指導管理

宮古島市伊良部字前里添５９３－       （う蝕管理）第   414号                  徴収開始年月日：平成19年 7月 1日
４２           継続管理種類  　      価格

          01:フッ化物局所        700          
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06･3044･1 医療法人朝日会　城辺〒906-0104 金属床による総義歯の提供

歯科クリニック 宮古島市城辺比嘉６２７－１       （金属総義歯）第   496号                徴収開始年月日：平成14年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           150,000    150,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   366号                  徴収開始年月日：平成14年 6月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,000          
          02:小窩裂溝填塞      1,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06･3052･4 宮古島デンタルオフィ〒906-0007 金属床による総義歯の提供

ス 宮古島市平良字東仲宗根４９３－       （金属総義歯）第   666号                徴収開始年月日：平成26年 1月28日
１オアシティ和１０１号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト           金パラ・チタン                  150,000    150,000    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07･3018･3 新城歯科医院 〒907-0022 う蝕に罹患している患者の指導管理

石垣市大川２７３       （う蝕管理）第   418号                  徴収開始年月日：平成19年 7月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07･3027･4 宇江城デンタルクリニ〒907-0022 金属床による総義歯の提供

ック 石垣市大川２３       （金属総義歯）第   710号                徴収開始年月日：平成30年 5月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           120,000               
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   340号                  徴収開始年月日：平成17年 7月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,000          



保険外併用療養費医療機関名簿

 医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 病床数

[　　　　　　　　 現在 作成         頁

報告内容医療機関番号

[沖縄県]

平成30年 6月 1日 歯科］ 平成30年 6月 1日     25

07･3030･8 大山歯科医院 〒907-0014 金属床による総義歯の提供
石垣市新栄町１２－９       （金属総義歯）第    73号                徴収開始年月日：平成13年 7月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                            80,000     80,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07･3037･3 サザン歯科クリニック〒907-0004 金属床による総義歯の提供

石垣市登野城２－６サンドリバー       （金属総義歯）第   663号                徴収開始年月日：平成25年11月22日
ビル２Ｆ           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           150,000    150,000    
          04:チタン                                             300,000    300,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07･3038･1 森岡歯科医院 〒907-0014 う蝕に罹患している患者の指導管理

石垣市新栄町７０－３       （う蝕管理）第   335号                  徴収開始年月日：平成17年 7月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,000          
          02:小窩裂溝填塞      1,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07･3042･3 かんな歯科クリニック〒907-0024 う蝕に罹患している患者の指導管理

石垣市新川２４４４－１　１Ｆ       （う蝕管理）第   103号                  徴収開始年月日：平成17年 7月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07･3049･8 おおはま歯科医院 〒907-0004 金属床による総義歯の提供

石垣市登野城６５５－８       （金属総義歯）第   605号                徴収開始年月日：平成18年 7月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           100,000    100,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07･3058･9 サトウ歯科 〒907-0022 金属床による総義歯の提供

石垣市大川１９８－１１－２Ｆ       （金属総義歯）第   202号                徴収開始年月日：平成14年10月11日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           100,000    100,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   331号                  徴収開始年月日：平成14年10月11日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所        300          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08･3010･8 高良歯科医院 〒901-2127 金属床による総義歯の提供

浦添市屋富祖１－２－１０       （金属総義歯）第   499号                徴収開始年月日：平成17年 7月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           150,000    150,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   337号                  徴収開始年月日：平成17年 7月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      3,000          
          02:小窩裂溝填塞      3,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



保険外併用療養費医療機関名簿

 医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 病床数

[　　　　　　　　 現在 作成         頁

報告内容医療機関番号

[沖縄県]

平成30年 6月 1日 歯科］ 平成30年 6月 1日     26

08･3026･4 広栄歯科 〒901-2101 金属床による総義歯の提供
浦添市西原１－９－１       （金属総義歯）第   489号                徴収開始年月日：平成13年 7月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           120,000               

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08･3028･0 伊禮歯科医院 〒901-2127 金属床による総義歯の提供

浦添市屋冨祖３－７－３       （金属総義歯）第   259号                徴収開始年月日：平成13年 7月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           100,000               

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08･3029･8 高宮城歯科医院 〒901-2131 う蝕に罹患している患者の指導管理

浦添市牧港１－３１－２０       （う蝕管理）第   252号                  徴収開始年月日：平成15年 7月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,000          
          02:小窩裂溝填塞      1,200          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08･3030･6 しろま歯科医院 〒901-2127 金属床による総義歯の提供

浦添市屋富祖１－３－６       （金属総義歯）第   350号                徴収開始年月日：平成17年 7月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           120,000    120,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08･3038･9 ちはる歯科クリニック〒901-2103 金属床による総義歯の提供

浦添市仲間３－３－９       （金属総義歯）第   601号                徴収開始年月日：平成18年 7月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           110,000    110,000    
          04:チタン                                             250,000    250,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08･3043･9 三愛歯科医院 〒901-2122 金属床による総義歯の提供

浦添市勢理客１－２－２８       （金属総義歯）第    30号                徴収開始年月日：平成13年 7月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           170,000               
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   241号                  徴収開始年月日：平成15年 7月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



保険外併用療養費医療機関名簿

 医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 病床数

[　　　　　　　　 現在 作成         頁

報告内容医療機関番号

[沖縄県]

平成30年 6月 1日 歯科］ 平成30年 6月 1日     27

08･3056･1 やまうち歯科 〒901-2132 金属床による総義歯の提供
浦添市伊祖２－２－５サンチャイ       （金属総義歯）第   502号                徴収開始年月日：平成17年 7月 1日
ルドめぐみ２Ｆ           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          01:白金                                               200,000    200,000    
          02:金                                                 200,000    200,000    
          03:コバルト                                           150,000    150,000    
          04:チタン                                             300,000    300,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   334号                  徴収開始年月日：平成17年 7月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,500          
          02:小窩裂溝填塞      1,500          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08･3057･9 とみしま歯科クリニッ〒901-2101 金属床による総義歯の提供

ク 浦添市西原五丁目２番５－１０１       （金属総義歯）第   501号                徴収開始年月日：平成17年 7月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          01:白金                                               150,000    150,000    
          02:金                                                 150,000    150,000    
          03:コバルト                                           120,000    120,000    
          04:チタン                                             170,000    170,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   417号                  徴収開始年月日：平成19年 7月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所        500          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08･3058･7 医療法人仁陽会　島デ〒901-2126 金属床による総義歯の提供

ンタルクリニック 浦添市宮城５－２－１       （金属総義歯）第   491号                徴収開始年月日：平成13年 7月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           140,000    140,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   342号                  徴収開始年月日：平成17年 7月 3日
          継続管理種類  　      価格
          02:小窩裂溝填塞        360          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08･3059･5 アース歯科クリニック〒901-2133 金属床による総義歯の提供

浦添市城間２－７－３コーポ浦添       （金属総義歯）第   127号                徴収開始年月日：平成13年 7月 1日
２０１           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           120,000    120,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   343号                  徴収開始年月日：平成15年 7月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08･3060･3 湖城歯科クリニック 〒901-2113 金属床による総義歯の提供

浦添市大平１－３６－５       （金属総義歯）第    40号                徴収開始年月日：平成13年 7月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           140,000    140,000    



保険外併用療養費医療機関名簿

 医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 病床数

[　　　　　　　　 現在 作成         頁

報告内容医療機関番号

[沖縄県]

平成30年 6月 1日 歯科］ 平成30年 6月 1日     28

08･3067･8 浦添歯科クリニック 〒901-2114 金属床による総義歯の提供
浦添市安波茶３－７－７       （金属総義歯）第   604号                徴収開始年月日：平成18年 7月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           135,000    135,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   219号                  徴収開始年月日：平成17年 7月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,500          
          02:小窩裂溝填塞      1,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08･3070･2 医療法人健生会　上原〒901-2102 金属床による総義歯の提供

歯科クリニック 浦添市前田一丁目４８番１－２０       （金属総義歯）第   672号                徴収開始年月日：平成26年 4月 1日
１号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           185,000    185,000    
          04:チタン                                             300,000               
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   346号                  徴収開始年月日：平成17年 7月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      2,000          
          02:小窩裂溝填塞      2,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08･3073･6 くばがわ小児歯科 〒901-2133 金属床による総義歯の提供

浦添市城間３－１６－１       （金属総義歯）第   506号                徴収開始年月日：平成17年 7月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          04:チタン                                              80,000               

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08･3085･0 カルシウム歯科 〒901-2111 金属床による総義歯の提供

浦添市経塚４６７       （金属総義歯）第   490号                徴収開始年月日：平成13年 7月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           150,000               
          04:チタン                                             230,000               
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   344号                  徴収開始年月日：平成15年 7月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,000          
          02:小窩裂溝填塞      1,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08･3087･6 とうま歯科 〒901-2133 金属床による総義歯の提供

浦添市城間４－４０－５       （金属総義歯）第   505号                徴収開始年月日：平成13年 7月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           140,000    140,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08･3098･3 上田歯科医院 〒901-2131 金属床による総義歯の提供

浦添市牧港４－２－１７ザ・イイ       （金属総義歯）第   316号                徴収開始年月日：平成17年 7月 1日
トゥクⅡ　２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           150,000    150,000    
          04:チタン                                             200,000    200,000    



保険外併用療養費医療機関名簿

 医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 病床数

[　　　　　　　　 現在 作成         頁

報告内容医療機関番号

[沖縄県]

平成30年 6月 1日 歯科］ 平成30年 6月 1日     29

08･3100･7 サンタ歯科 〒901-2134 金属床による総義歯の提供
浦添市港川２－２２－１       （金属総義歯）第   600号                徴収開始年月日：平成18年 7月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           120,000               

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08･3101･5 徳山歯科 〒901-2131 金属床による総義歯の提供

浦添市牧港２－４６－１２       （金属総義歯）第   653号                徴収開始年月日：平成13年 7月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           100,000    100,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08･3104･9 東京デンタルクリニッ〒901-2121 う蝕に罹患している患者の指導管理

ク 浦添市内間４－１６－１０ファミ       （う蝕管理）第    45号                  徴収開始年月日：平成15年 7月 1日
リータウンＴＯＭＡ           継続管理種類  　      価格

          01:フッ化物局所      5,000          
          02:小窩裂溝填塞      3,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08･3105･6 にこにこ歯科・小児歯〒901-2104 う蝕に罹患している患者の指導管理

科 浦添市当山２丁目９－３       （う蝕管理）第   345号                  徴収開始年月日：平成17年 7月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所        500          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08･3106･4 ねま歯科医院 〒901-2121 金属床による総義歯の提供

浦添市内間３－１２－６かりゆし       （金属総義歯）第   211号                徴収開始年月日：平成15年 3月25日
ビル２Ｆ           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          02:金                                                 130,000    110,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第    15号                  徴収開始年月日：平成15年 3月25日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08･3111･4 バークレー歯科 〒901-2104 金属床による総義歯の提供

浦添市当山二丁目２番２－４号バ       （金属総義歯）第   684号                徴収開始年月日：平成27年 6月 1日
ークレーズコートサービスコート           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
内           03:コバルト                                           210,000    210,000    

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   457号                  徴収開始年月日：平成28年 6月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,080          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08･3114･8 経塚歯科クリニック 〒901-2111 金属床による総義歯の提供

浦添市経塚４３７       （金属総義歯）第   504号                徴収開始年月日：平成18年 4月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           150,000    150,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



保険外併用療養費医療機関名簿

 医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 病床数

[　　　　　　　　 現在 作成         頁

報告内容医療機関番号

[沖縄県]

平成30年 6月 1日 歯科］ 平成30年 6月 1日     30

08･3117･1 医療法人社団秋桜会フ〒901-2126 う蝕に罹患している患者の指導管理
ァーストデンタルクリ浦添市宮城三丁目３番１号       （う蝕管理）第   415号                  徴収開始年月日：平成19年 7月 1日
ニックさくら           継続管理種類  　      価格

          01:フッ化物局所      1,000          
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08･3130･4 医療法人なかわか　く〒901-2111 金属床による総義歯の提供

くる歯科医院 浦添市字経塚６００番地       （金属総義歯）第   678号                徴収開始年月日：平成26年 8月15日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           165,000    165,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   448号                  徴収開始年月日：平成26年 8月15日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,500          
          02:小窩裂溝填塞      1,500          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08･3132･0 みやびデンタルクリニ〒901-2111 金属床による総義歯の提供

ック 浦添市経塚７４５－７経塚駅前医       （金属総義歯）第   665号                徴収開始年月日：平成26年 1月30日
療モール　１Ｆ           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           176,000    176,000    
          04:チタン                                             247,500    247,500    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08･3135･3 なな歯科クリニック 〒901-2126 う蝕に罹患している患者の指導管理

浦添市宮城５－９－１０　１Ｆ       （う蝕管理）第   449号                  徴収開始年月日：平成27年 1月22日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所        500          
          02:小窩裂溝填塞      1,500          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08･3137･9 てぃーだ歯科クリニッ〒901-2133 う蝕に罹患している患者の指導管理

ク 浦添市城間２－５－１（１０２）       （う蝕管理）第   463号                  徴収開始年月日：平成27年11月 2日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08･3138･7 ライト歯科 〒901-2114 金属床による総義歯の提供

浦添市安波茶２丁目１－１　役所       （金属総義歯）第   702号                徴収開始年月日：平成29年 5月24日
前アパート２０５           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト           バイタリウム                    195,000    195,000    
          04:チタン                                             228,000    228,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



保険外併用療養費医療機関名簿

 医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 病床数

[　　　　　　　　 現在 作成         頁

報告内容医療機関番号

[沖縄県]

平成30年 6月 1日 歯科］ 平成30年 6月 1日     31

08･3140･3 医療法人　志尚会　ラ〒901-2126 金属床による総義歯の提供
イフデンタルクリニッ浦添市宮城３丁目７番５－１０３       （金属総義歯）第   693号                徴収開始年月日：平成28年 6月 1日
ク浦添 号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           162,000    162,000    
          04:チタン                                             216,000    216,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   452号                  徴収開始年月日：平成28年 6月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      3,780          
          02:小窩裂溝填塞      4,320          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09･3014･8 岸本歯科医院 〒905-0016 金属床による総義歯の提供

名護市大東１－１０－７       （金属総義歯）第    84号                徴収開始年月日：平成13年 7月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                                      100,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09･3028･8 名嘉真歯科医院 〒905-0016 金属床による総義歯の提供

名護市大東１－１１－１５       （金属総義歯）第   390号                徴収開始年月日：平成13年 7月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           100,000    100,000    
          04:チタン                                             150,000    150,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09･3038･7 やんばる歯科医院 〒905-0019 金属床による総義歯の提供

名護市大北１－２３－２       （金属総義歯）第   522号                徴収開始年月日：平成17年 7月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           150,000    150,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09･3040･3 羽地歯科医院 〒905-1152 金属床による総義歯の提供

名護市伊差川３１３－１       （金属総義歯）第   486号                徴収開始年月日：平成13年 7月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           157,500    157,500    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   347号                  徴収開始年月日：平成17年 7月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,050          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09･3041･1 ながた歯科医院 〒905-0011 金属床による総義歯の提供

名護市宮里１－２８－８南西ビル       （金属総義歯）第   479号                徴収開始年月日：平成13年 7月 1日
３Ｆ           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           150,000    150,000    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09･3042･9 宮里歯科医院 〒905-0016 金属床による総義歯の提供

名護市大東３－２１－２２       （金属総義歯）第   487号                徴収開始年月日：平成13年 7月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           120,000    120,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



保険外併用療養費医療機関名簿

 医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 病床数

[　　　　　　　　 現在 作成         頁

報告内容医療機関番号

[沖縄県]

平成30年 6月 1日 歯科］ 平成30年 6月 1日     32

09･3051･0 医療法人社団　和洸会〒905-0011 金属床による総義歯の提供
　役所前歯科医院 名護市宮里４４５－６大瀬産業ビ       （金属総義歯）第   302号                徴収開始年月日：平成17年 7月 1日

ル１階１０１号室           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                                      150,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   348号                  徴収開始年月日：平成15年 7月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,050          
          02:小窩裂溝填塞      1,500          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09･3058･5 とおる歯科 〒905-0015 金属床による総義歯の提供

名護市大南１－１０－１２南進ビ       （金属総義歯）第   150号                徴収開始年月日：平成13年 7月 1日
ル２Ｆ           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           110,000               
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09･3063･5 ハート歯科 〒905-0019 う蝕に罹患している患者の指導管理

名護市大北５－２－３       （う蝕管理）第   223号                  徴収開始年月日：平成17年 7月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所        500          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09･3064･3 あらさき歯科クリニッ〒905-0019 金属床による総義歯の提供

ク 名護市大北５－２２－２５       （金属総義歯）第   257号                徴収開始年月日：平成17年 7月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           150,000    150,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09･3066･8 歯科口腔外科クリニッ〒905-0013 金属床による総義歯の提供

ク 名護市城１－１－１９       （金属総義歯）第   481号                徴収開始年月日：平成15年 5月 9日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           150,000    150,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09･3075･9 グリーンデンタルクリ〒905-0018 金属床による総義歯の提供

ニック 名護市大西４－４－１４       （金属総義歯）第   642号                徴収開始年月日：平成23年 2月18日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           150,000    150,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   432号                  徴収開始年月日：平成23年 2月18日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所        400          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10･3016･1 い歯科医院 〒901-0302 金属床による総義歯の提供

糸満市潮平６０６－１       （金属総義歯）第   688号                徴収開始年月日：平成27年 7月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           100,000    100,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   450号                  徴収開始年月日：平成26年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,080          



保険外併用療養費医療機関名簿

 医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 病床数

[　　　　　　　　 現在 作成         頁

報告内容医療機関番号

[沖縄県]

平成30年 6月 1日 歯科］ 平成30年 6月 1日     33

10･3032･8 上原歯科クリニック 〒901-0305 金属床による総義歯の提供
糸満市西崎６－１５－２       （金属総義歯）第   510号                徴収開始年月日：平成13年 7月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           120,000               
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   203号                  徴収開始年月日：平成17年 7月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,000          
          02:小窩裂溝填塞      1,500          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10･3034･4 ファミリー歯科クリニ〒901-0305 金属床による総義歯の提供

ック 糸満市西崎町３－４９３       （金属総義歯）第   707号                徴収開始年月日：平成28年 8月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                            75,000     75,000    
          04:チタン                                             115,000    115,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   349号                  徴収開始年月日：平成17年 7月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所        600          
          02:小窩裂溝填塞      3,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10･3039･3 大城歯科 〒901-0305 金属床による総義歯の提供

糸満市西崎２－４３－３       （金属総義歯）第   508号                徴収開始年月日：平成13年 7月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           120,000               

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10･3046･8 しおひら歯科医院 〒901-0302 う蝕に罹患している患者の指導管理

糸満市潮平６１９－２       （う蝕管理）第    48号                  徴収開始年月日：平成15年 7月 1日
          継続管理種類  　      価格
          02:小窩裂溝填塞      3,000          
          01:フッ化物局所      5,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10･3047･6 フレンド歯科医院 〒901-0305 金属床による総義歯の提供

糸満市西崎２－７－１４グランハ       （金属総義歯）第   450号                徴収開始年月日：平成13年 7月 1日
イム西崎　１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           150,000    150,000    
          04:チタン                                             170,000    170,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10･3048･4 かみや歯科クリニック〒901-0302 金属床による総義歯の提供

糸満市潮平７９８－４オアシス當       （金属総義歯）第   493号                徴収開始年月日：平成13年 7月 1日
銘１Ｆ           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          02:金                                                 110,000    110,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   350号                  徴収開始年月日：平成17年 7月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所        500          
          02:小窩裂溝填塞      1,200          



保険外併用療養費医療機関名簿

 医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 病床数

[　　　　　　　　 現在 作成         頁

報告内容医療機関番号

[沖縄県]

平成30年 6月 1日 歯科］ 平成30年 6月 1日     34

10･3049･2 サンプラザ糸満歯科医〒901-0303 金属床による総義歯の提供
院 糸満市兼城４００       （金属総義歯）第   377号                徴収開始年月日：平成17年 7月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           150,000    150,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10･3050･0 かしわ歯科 〒901-0361 金属床による総義歯の提供

糸満市糸満１４７３－２－１Ｆ       （金属総義歯）第   641号                徴収開始年月日：平成23年 2月 9日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           200,000    180,000    
          04:チタン                                             350,000    300,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   431号                  徴収開始年月日：平成23年 2月 9日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所        800          
          02:小窩裂溝填塞      1,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10･3052･6 アサヒ歯科医院 〒901-0361 金属床による総義歯の提供

糸満市糸満１２７８－２　１Ｆ       （金属総義歯）第   447号                徴収開始年月日：平成17年 7月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           157,500    157,500    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10･3054･2 まえざと歯科 〒901-0362 金属床による総義歯の提供

糸満市真栄里２０５８－２リーブ       （金属総義歯）第   448号                徴収開始年月日：平成17年 7月 1日
ル沖縄１Ｆ           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           100,000    100,000    
          01:白金                                               100,000    100,000    
          02:金                                                 100,000    100,000    
          04:チタン                                             200,000    200,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10･3055･9 かなばやし歯科 〒901-0313 金属床による総義歯の提供

糸満市賀数４６９ニューワールド       （金属総義歯）第   690号                徴収開始年月日：平成28年 1月12日
１０１           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           155,000    155,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第    34号                  徴収開始年月日：平成16年 8月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      2,000          
          02:小窩裂溝填塞      2,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10･3057･5 やすだ歯科医院 〒901-0361 金属床による総義歯の提供

糸満市糸満１９２２       （金属総義歯）第   628号                徴収開始年月日：平成21年 3月16日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           100,000    100,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



保険外併用療養費医療機関名簿

 医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 病床数

[　　　　　　　　 現在 作成         頁

報告内容医療機関番号

[沖縄県]

平成30年 6月 1日 歯科］ 平成30年 6月 1日     35

10･3058･3 あおば歯科医院 〒901-3045 金属床による総義歯の提供
糸満市字福地１６５－１       （金属総義歯）第   636号                徴収開始年月日：平成22年 5月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           150,000    150,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10･3062･5 上原歯科医院 〒901-0361 金属床による総義歯の提供

糸満市字糸満１３６７番地１       （金属総義歯）第   700号                徴収開始年月日：平成28年12月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           200,000    150,000    
          02:金                                                 300,000    200,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11･3003･7 ざは歯科クリニック 〒901-0242 金属床による総義歯の提供

豊見城市高安４１３－１大漁マン       （金属総義歯）第   382号                徴収開始年月日：平成17年 7月 1日
ション２Ｆ           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                            80,000               
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11･3010･2 おおみ歯科医院 〒901-0241 金属床による総義歯の提供

豊見城市豊見城６７３－５       （金属総義歯）第   614号                徴収開始年月日：平成17年 7月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           150,000    150,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11･3014･4 ゆがふ歯科クリニック〒901-0241 金属床による総義歯の提供

豊見城市豊見城４６９－１       （金属総義歯）第   495号                徴収開始年月日：平成13年 7月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           120,000               

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11･3018･5 ねま歯科クリニック 〒901-0244 金属床による総義歯の提供

豊見城市宜保３１０－１１豊和マ       （金属総義歯）第   185号                徴収開始年月日：平成14年 4月22日
ンション１Ｆ           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           150,000    150,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   355号                  徴収開始年月日：平成14年 4月22日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所        400          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11･3022･7 歯科ヨナシロ医院 〒901-0242 金属床による総義歯の提供

豊見城市高安７３４－２－２       （金属総義歯）第   223号                徴収開始年月日：平成15年 7月28日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           100,000    100,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



保険外併用療養費医療機関名簿

 医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 病床数

[　　　　　　　　 現在 作成         頁

報告内容医療機関番号

[沖縄県]

平成30年 6月 1日 歯科］ 平成30年 6月 1日     36

11･3023･5 寺西歯科医院 〒901-0241 金属床による総義歯の提供
豊見城市豊見城４１９－１       （金属総義歯）第   304号                徴収開始年月日：平成16年 3月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           200,000    200,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第    33号                  徴収開始年月日：平成16年 3月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,500          
          02:小窩裂溝填塞      1,500          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11･3024･3 トヨミ歯科 〒901-0200 金属床による総義歯の提供

豊見城市根差部７１０マックスバ       （金属総義歯）第   682号                徴収開始年月日：平成27年 6月 1日
リューとよみ店           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           210,000    210,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   456号                  徴収開始年月日：平成28年 6月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,080          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11･3026･8 医療法人社団　恵仁会〒901-0244 金属床による総義歯の提供

　きらら歯科クリニッ豊見城市宜保２丁目７番地７　オ       （金属総義歯）第   670号                徴収開始年月日：平成26年 2月 1日
ク アシス光２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           200,000    250,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   444号                  徴収開始年月日：平成26年 2月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11･3029･2 とよみデンタルクリニ〒901-0212 金属床による総義歯の提供

ック 豊見城市平良９５番地の１       （金属総義歯）第   602号                徴収開始年月日：平成18年 7月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           105,000    105,000    
          04:チタン                                             136,500    136,500    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   356号                  徴収開始年月日：平成18年 5月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,050          
          02:小窩裂溝填塞      1,050          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11･3041･7 かめーる歯科 〒901-0231 金属床による総義歯の提供

豊見城市字我那覇６４３番地       （金属総義歯）第   671号                徴収開始年月日：平成26年 1月30日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           160,000    160,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



保険外併用療養費医療機関名簿

 医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 病床数

[　　　　　　　　 現在 作成         頁

報告内容医療機関番号

[沖縄県]

平成30年 6月 1日 歯科］ 平成30年 6月 1日     37

11･3043･3 よつば小児・矯正歯科〒901-0225 う蝕に罹患している患者の指導管理
豊見城市豊崎１－３２３       （う蝕管理）第   460号                  徴収開始年月日：平成28年 3月 1日

          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,080          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12･3003･5 瀬底歯科医院 〒901-1414 金属床による総義歯の提供

南城市佐敷津波古２４６       （金属総義歯）第   402号                徴収開始年月日：平成13年 7月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           200,000               
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   376号                  徴収開始年月日：平成15年 7月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12･3004･3 松山歯科 〒901-1414 金属床による総義歯の提供

南城市佐敷津波古１００６       （金属総義歯）第   597号                徴収開始年月日：平成18年 7月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                            75,000     75,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12･3005･0 おおざと歯科医院 〒901-1208 金属床による総義歯の提供

南城市大里字平良２５０５－１       （金属総義歯）第   460号                徴収開始年月日：平成13年 7月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           120,000    120,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12･3006･8 船越歯科医院 〒901-0618 金属床による総義歯の提供

南城市玉城船越９８０城マンショ       （金属総義歯）第   674号                徴収開始年月日：平成26年 8月 1日
ン１Ｆ           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト           合金                            100,000    100,000    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12･3008･4 さしき歯科 〒901-1412 金属床による総義歯の提供

南城市佐敷新里６０７－１       （金属総義歯）第   462号                徴収開始年月日：平成17年 7月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           150,000    150,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   454号                  徴収開始年月日：平成28年 6月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,080          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12･3010･0 アトール歯科 〒901-1206 金属床による総義歯の提供

南城市大里仲間１１５５       （金属総義歯）第   686号                徴収開始年月日：平成27年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           210,000    210,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   453号                  徴収開始年月日：平成28年 6月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,080          



保険外併用療養費医療機関名簿

 医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 病床数

[　　　　　　　　 現在 作成         頁

報告内容医療機関番号

[沖縄県]

平成30年 6月 1日 歯科］ 平成30年 6月 1日     38

12･3017･5 みのり歯科　大里 〒901-1205 金属床による総義歯の提供
南城市大里字高平高宮城原９７番       （金属総義歯）第   661号                徴収開始年月日：平成24年12月 1日
地２           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           150,000    150,000    
          04:チタン                                             180,000    180,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   439号                  徴収開始年月日：平成24年12月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所        500          
          02:小窩裂溝填塞      1,500          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21･3034･1 国頭村立辺土名歯科診〒905-1411 金属床による総義歯の提供

療所 国頭郡国頭村辺土名１４５８       （金属総義歯）第   468号                徴収開始年月日：平成13年 7月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           100,000    100,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   382号                  徴収開始年月日：平成15年 7月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所        500          
          02:小窩裂溝填塞        500          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21･3051･5 ピッコロ歯科 〒904-1202 金属床による総義歯の提供

国頭郡金武町伊芸８５－１メゾン       （金属総義歯）第   456号                徴収開始年月日：平成13年 7月 1日
伊芸１Ｆ           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           130,000    130,000    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21･3052･3 大宜味村立歯科診療所〒905-1311 金属床による総義歯の提供

国頭郡大宜味村塩屋９８７－３       （金属総義歯）第   452号                徴収開始年月日：平成13年 7月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           157,500    157,500    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   380号                  徴収開始年月日：平成17年 7月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,050          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21･3056･4 伊江歯科医院 〒905-0502 金属床による総義歯の提供

国頭郡伊江村東江前４５９       （金属総義歯）第   458号                徴収開始年月日：平成17年 7月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           130,000               
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   377号                  徴収開始年月日：平成17年 7月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所        500          
          02:小窩裂溝填塞        500          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



保険外併用療養費医療機関名簿

 医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 病床数

[　　　　　　　　 現在 作成         頁

報告内容医療機関番号

[沖縄県]

平成30年 6月 1日 歯科］ 平成30年 6月 1日     39

21･3057･2 本部マリン歯科 〒905-0214 金属床による総義歯の提供
国頭郡本部町渡久地７９９－１       （金属総義歯）第   677号                徴収開始年月日：平成13年 7月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           140,500    140,500    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21･3068･9 ひまわり歯科クリニッ〒904-1201 金属床による総義歯の提供

ク 国頭郡金武町金武３９９－１       （金属総義歯）第    55号                徴収開始年月日：平成13年 7月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           150,000    150,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21･3078･8 おっぱ歯科医院 〒905-0414 金属床による総義歯の提供

国頭郡今帰仁村謝名６２１－１       （金属総義歯）第   451号                徴収開始年月日：平成17年 7月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           157,500    157,500    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   381号                  徴収開始年月日：平成17年 7月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,050          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22･3005･9 知花歯科医院 〒904-0203 金属床による総義歯の提供

中頭郡嘉手納町嘉手納２８１       （金属総義歯）第   475号                徴収開始年月日：平成13年 7月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           150,000    150,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22･3014･1 伊波歯科医院 〒904-0312 金属床による総義歯の提供

中頭郡読谷村比謝矼１００       （金属総義歯）第   469号                徴収開始年月日：平成13年 7月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           100,000    100,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22･3020･8 南歯科医院 〒903-0117 金属床による総義歯の提供

中頭郡西原町翁長２４０－５       （金属総義歯）第   474号                徴収開始年月日：平成13年 7月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           120,000    120,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   425号                  徴収開始年月日：平成21年 8月20日
          継続管理種類  　      価格
          02:小窩裂溝填塞      1,300          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22･3026･5 平良歯科クリニック 〒903-0103 金属床による総義歯の提供

中頭郡西原町小那覇６３９       （金属総義歯）第    23号                徴収開始年月日：平成13年 7月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           150,000               

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22･3035･6 石川歯科医院 〒903-0102 金属床による総義歯の提供

中頭郡西原町嘉手苅７８－１       （金属総義歯）第   478号                徴収開始年月日：平成17年 7月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           100,000    100,000    



保険外併用療養費医療機関名簿

 医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 病床数

[　　　　　　　　 現在 作成         頁

報告内容医療機関番号

[沖縄県]

平成30年 6月 1日 歯科］ 平成30年 6月 1日     40

22･3037･2 アイ歯科医院 〒904-0103 金属床による総義歯の提供
中頭郡北谷町桑江６２０－１０       （金属総義歯）第   470号                徴収開始年月日：平成13年 7月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          04:チタン                                             200,000               
                                ニッケルクロム                  110,000               

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22･3042･2 ながはま歯科 〒904-0303 金属床による総義歯の提供

中頭郡読谷村伊良皆２６７－３       （金属総義歯）第   472号                徴収開始年月日：平成13年 7月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           130,000    120,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   390号                  徴収開始年月日：平成19年 7月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所        500          
          02:小窩裂溝填塞      1,200          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22･3047･1 読谷歯科医院 〒904-0323 う蝕に罹患している患者の指導管理

中頭郡読谷村高志保１３１５－１       （う蝕管理）第   385号                  徴収開始年月日：平成15年 7月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      3,000          
          02:小窩裂溝填塞      3,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22･3060･4 まつしま歯科医院 〒904-0115 金属床による総義歯の提供

中頭郡北谷町美浜１－１－１０       （金属総義歯）第   476号                徴収開始年月日：平成13年 7月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           100,000    100,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22･3097･6 さわふじ歯科 〒903-0124 金属床による総義歯の提供

中頭郡西原町呉屋９３－１       （金属総義歯）第    16号                徴収開始年月日：平成13年 7月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           140,000               

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22･3103･2 平田歯科 〒904-0101 金属床による総義歯の提供

中頭郡北谷町上勢頭８１５－６       （金属総義歯）第   599号                徴収開始年月日：平成18年 7月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           150,000               

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22･3104･0 そべ歯科クリニック 〒904-0304 金属床による総義歯の提供

中頭郡読谷村楚辺２０５８－１       （金属総義歯）第   194号                徴収開始年月日：平成14年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           120,000    120,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22･3112･3 にこにこ歯科医院 〒901-2313 金属床による総義歯の提供

中頭郡北中城村熱田２０４７       （金属総義歯）第   312号                徴収開始年月日：平成14年 4月24日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                                      120,000    



保険外併用療養費医療機関名簿

 医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 病床数

[　　　　　　　　 現在 作成         頁

報告内容医療機関番号

[沖縄県]

平成30年 6月 1日 歯科］ 平成30年 6月 1日     41

22･3114･9 サンユー歯科 〒903-0122 金属床による総義歯の提供
中頭郡西原町小橋川１５４－５玉       （金属総義歯）第   685号                徴収開始年月日：平成27年 6月 1日
那覇ビル１Ｆ           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           210,000    210,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   455号                  徴収開始年月日：平成28年 6月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,080          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22･3120･6 医療法人新崎歯科 〒904-0313 金属床による総義歯の提供

中頭郡読谷村大湾４７３       （金属総義歯）第   704号                徴収開始年月日：平成29年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           110,000    110,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22･3126･3 サンセット歯科クリニ〒904-0314 金属床による総義歯の提供

ック 中頭郡読谷村古堅６３７番地３       （金属総義歯）第   660号                徴収開始年月日：平成18年11月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           105,000    105,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   260号                  徴収開始年月日：平成18年11月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,000          
          02:小窩裂溝填塞      2,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22･3129･7 医療法人　健歯会　ふ〒904-0314 う蝕に罹患している患者の指導管理

るげん歯科クリニック中頭郡読谷村古堅６５６－４       （う蝕管理）第   388号                  徴収開始年月日：平成19年 7月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所        525          
          02:小窩裂溝填塞      1,050          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22･3130･5 医療法人社団　恵仁会〒901-2413 金属床による総義歯の提供

　エンジェル歯科 中頭郡中城村津覇６４０番地２       （金属総義歯）第   668号                徴収開始年月日：平成26年 2月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           150,000    150,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   442号                  徴収開始年月日：平成26年 2月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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22･3131･3 医療法人健歯会　珀美〒904-0314 金属床による総義歯の提供
歯科 中頭郡読谷村古堅６７５       （金属総義歯）第   633号                徴収開始年月日：平成20年10月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
                                Ni－Cr床                        150,000    150,000    
          04:チタン                                             200,000    200,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   427号                  徴収開始年月日：平成20年10月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所        525          
          02:小窩裂溝填塞      1,050          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22･3142･0 伊熊歯科 〒903-0124 う蝕に罹患している患者の指導管理

中頭郡西原町字呉屋１０８－２       （う蝕管理）第   433号                  徴収開始年月日：平成24年 8月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      3,150          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22･3156･0 さんいく　デンタルク〒901-2301 金属床による総義歯の提供

リニック 中頭郡北中城村島袋７０５－７       （金属総義歯）第   705号                徴収開始年月日：平成28年 9月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           141,000    141,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22･3157･8 北谷歯科クリニック 〒904-0113 う蝕に罹患している患者の指導管理

中頭郡北谷町宮城１－３７       （う蝕管理）第   465号                  徴収開始年月日：平成29年11月24日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,080          
          02:小窩裂溝填塞      1,400          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23･3026･3 伊是名村立歯科診療所〒905-0603 金属床による総義歯の提供

島尻郡伊是名村仲田１１９９－１       （金属総義歯）第   639号                徴収開始年月日：平成22年10月26日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           130,000    130,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   430号                  徴収開始年月日：平成22年10月26日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      2,000          
          02:小窩裂溝填塞      2,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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23･3055･2 南大東村立歯科診療所〒901-3805 金属床による総義歯の提供
島尻郡南大東村在所３０８       （金属総義歯）第   378号                徴収開始年月日：平成17年 7月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          01:白金                                             1,000,000  1,000,000    
          02:金                                                 500,000    500,000    
          03:コバルト                                           130,000    130,000    
          04:チタン                                           1,000,000  1,000,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第    95号                  徴収開始年月日：平成17年 7月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      2,000          
          02:小窩裂溝填塞      2,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23･3079･2 上地歯科医院 〒901-0416      2金属床による総義歯の提供

島尻郡八重瀬町宜次７０６－４       （金属総義歯）第   514号                徴収開始年月日：平成13年 7月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           120,000               
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   372号                  徴収開始年月日：平成17年 7月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所        525          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23･3095･8 一日橋むらた歯科医院〒901-1111 う蝕に罹患している患者の指導管理

島尻郡南風原町兼城５１６－１       （う蝕管理）第   393号                  徴収開始年月日：平成19年 7月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23･3104･8 みなみ歯科医院 〒901-1104 金属床による総義歯の提供

島尻郡南風原町宮平２４８－５       （金属総義歯）第   465号                徴収開始年月日：平成13年 7月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           120,000    120,000    
          04:チタン                                             140,000    140,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   369号                  徴収開始年月日：平成17年 7月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,000          
          02:小窩裂溝填塞      1,500          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23･3138･6 トムこども歯科クリニ〒901-1111 う蝕に罹患している患者の指導管理

ック 島尻郡南風原町兼城７１０－１－       （う蝕管理）第   368号                  徴収開始年月日：平成17年 7月 1日
１０３           継続管理種類  　      価格

          01:フッ化物局所      1,000          
          02:小窩裂溝填塞      1,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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23･3157･6 こちんだ歯科クリニッ〒901-0401 金属床による総義歯の提供
ク 島尻郡八重瀬町東風平３９６－１       （金属総義歯）第   466号                徴収開始年月日：平成17年 7月 1日

－１０１           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           140,000    120,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   386号                  徴収開始年月日：平成17年 7月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,000          
          02:小窩裂溝填塞      1,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23･3169･1 ナガシマ歯科医院 〒901-0512 金属床による総義歯の提供

島尻郡八重瀬町具志頭３４２－９       （金属総義歯）第   513号                徴収開始年月日：平成15年 5月 9日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           150,000    150,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23･3174･1 よなばる中央歯科 〒901-1303 金属床による総義歯の提供

島尻郡与那原町与那原７７上原ビ       （金属総義歯）第   315号                徴収開始年月日：平成17年 7月 1日
ル２Ｆ           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           100,000    100,000    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23･3175･8 よなみね歯科クリニッ〒901-1104 う蝕に罹患している患者の指導管理

ク 島尻郡南風原町宮平５９－２－１       （う蝕管理）第   341号                  徴収開始年月日：平成17年 7月 1日
－１           継続管理種類  　      価格

          01:フッ化物局所        800          
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23･3182･4 なんぶ歯科医院 〒901-0401 金属床による総義歯の提供

島尻郡八重瀬町東風平１１番地       （金属総義歯）第   680号                徴収開始年月日：平成27年 7月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           150,000    150,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23･3187･3 医療法人社団　恵仁会〒901-1117 金属床による総義歯の提供

　あっぷる歯科クリニ島尻郡南風原町津嘉山１４６７番       （金属総義歯）第   521号                徴収開始年月日：平成19年 9月 1日
ック ３           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

                                ニッケルクロム合金              200,000               
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   443号                  徴収開始年月日：平成26年 2月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所        800          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



保険外併用療養費医療機関名簿

 医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 病床数

[　　　　　　　　 現在 作成         頁

報告内容医療機関番号

[沖縄県]

平成30年 6月 1日 歯科］ 平成30年 6月 1日     45

23･3193･1 医療法人社団恵仁会　〒901-1304 金属床による総義歯の提供
東浜アクア歯科 島尻郡与那原町字東浜９９番３       （金属総義歯）第   667号                徴収開始年月日：平成26年 2月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           200,000    200,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   441号                  徴収開始年月日：平成26年 2月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,000          
          02:小窩裂溝填塞      3,150          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23･3200･4 つかやま歯科 〒901-1117 金属床による総義歯の提供

島尻郡南風原町字津嘉山１４０４       （金属総義歯）第   683号                徴収開始年月日：平成26年 8月 1日
番地２コーポＫＡＺＵ           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           210,000    210,000    
          04:チタン                                             300,000    300,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   458号                  徴収開始年月日：平成28年 6月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,080          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25･3007･8 竹富町立　大原歯科診〒907-1434 金属床による総義歯の提供

療所 八重山郡竹富町南風見１９１－１       （金属総義歯）第    20号                徴収開始年月日：平成13年 7月 1日
２７           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          01:白金                                               500,000    500,000    
          02:金                                                 400,000    400,000    
          03:コバルト                                           250,000    250,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25･3013･6 医療法人社団桜和会　〒907-1541 金属床による総義歯の提供

西表西部歯科診療所 八重山郡竹富町上原５５０番地の       （金属総義歯）第   609号                徴収開始年月日：平成19年 3月 1日
１－１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          01:白金                                               200,000    200,000    
          02:金                                                 300,000    300,000    
          03:コバルト                                           300,000    300,000    
          04:チタン                                             300,000    300,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


