
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

[大分県]

平成30年 6月 1日 歯科］ 平成30年 6月 1日      1

01,3216,9 神﨑歯科医院 〒870-0038 金属床による総義歯の提供
大歯216 大分市西春日町１－１６サンフレ       （金属総義歯）第   251号                徴収開始年月日：平成26年 4月 1日

ンドビル２Ｆ           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           200,000    200,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,3220,1 あべ歯科インプラント〒870-0035 金属床による総義歯の提供
大歯220 クリニック 大分市中央町１－３－２４       （金属総義歯）第     7号                徴収開始年月日：平成12年 7月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           200,000    150,000    
          04:チタン                                             300,000    300,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,3244,1 永井歯科医院 〒870-1152 金属床による総義歯の提供
大歯244 大分市上宗方１２４１番地       （金属総義歯）第     8号                徴収開始年月日：平成12年 7月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          04:チタン                                             240,000               

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,3250,8 工藤歯科医院 〒870-1152 金属床による総義歯の提供
大歯250 大分市大字上宗方字上宮田４１２       （金属総義歯）第    99号                徴収開始年月日：平成12年 6月 1日

－１           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          01:白金                                               200,000    200,000    
          03:コバルト                                           150,000    150,000    
          04:チタン                                             200,000    200,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,3276,3 ソノダ歯科医院 〒870-0021 金属床による総義歯の提供
大歯276 大分市府内町１－２－５       （金属総義歯）第   154号                徴収開始年月日：平成23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    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,3280,5 堀歯科医院 〒870-0934 金属床による総義歯の提供
大歯280 大分市東津留２－１７－２０       （金属総義歯）第   155号                徴収開始年月日：平成23年 7月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           200,000               

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,3283,9 平岡歯科 〒870-0887 う蝕に罹患している患者の指導管理
大歯283 大分市二又町１組       （う蝕管理）第    14号                  徴収開始年月日：平成 9年 6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        800          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,3307,6 佐藤歯科 〒870-0943 金属床による総義歯の提供
大歯307 大分市大字片島字川原田１１０６       （金属総義歯）第    12号                徴収開始年月日：平成12年 7月 1日

－３           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

[大分県]

平成30年 6月 1日 歯科］ 平成30年 6月 1日      2

01,3322,5 くさつ歯科 〒870-0921 金属床による総義歯の提供
大歯322 大分市萩原１－１９－３５       （金属総義歯）第   133号                徴収開始年月日：平成22年 7月15日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          01:白金                                               350,000    350,000    
          02:金                                                 350,000    350,000    
          03:コバルト                                           250,000    250,000    
          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   104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        500          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,3348,0 吉岡歯科 〒870-0251 金属床による総義歯の提供
大歯348 大分市大在中央２丁目３－１２       （金属総義歯）第   247号                徴収開始年月日：平成28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   111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      2,000          
          02:小窩裂溝填塞      2,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,3360,5 田中歯科クリニック 〒870-0008 金属床による総義歯の提供
大歯360 大分市王子西町９－１１       （金属総義歯）第    13号                徴収開始年月日：平成12年 7月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           200,000               

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,3368,8 大内歯科医院 〒870-0136 金属床による総義歯の提供
大歯368 大分市山津町２－３－２３　ハイ       （金属総義歯）第   205号                徴収開始年月日：平成24年 7月 1日

ネス佐藤１Ｆ           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           200,000               

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,3369,6 歯科菅原健二医院 〒870-0100 金属床による総義歯の提供
大歯369 大分市大字津留字六本松１９０９       （金属総義歯）第   255号                徴収開始年月日：平成28年 4月 1日

－１           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           216,000    210,000    
          04:チタン                                             250,000    250,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,3370,4 たにがわ歯科 〒870-0848 う蝕に罹患している患者の指導管理
大歯370 大分市賀来北２丁目９番３号       （う蝕管理）第    36号                  徴収開始年月日：平成13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

[大分県]

平成30年 6月 1日 歯科］ 平成30年 6月 1日      3

01,3375,3 渡辺歯科医院 〒870-0268 う蝕に罹患している患者の指導管理
大歯375 大分市政所２丁目１ー４１       （う蝕管理）第    18号                  徴収開始年月日：平成 9年 5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      1,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,3387,8 篠田歯科医院 〒870-0036 金属床による総義歯の提供
大歯387 大分市寿町１－２６篠田ビル２Ｆ       （金属総義歯）第    15号                徴収開始年月日：平成12年 7月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          02:金                                                 120,000    120,000    
          03:コバルト                                            50,000     50,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,3388,6 四季デンタルクリニッ〒870-1152 金属床による総義歯の提供
大歯388 ク 大分市大字上宗方１０５９－１       （金属総義歯）第    16号                徴収開始年月日：平成12年 7月 1日

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,3393,6 川上歯科医院 〒870-0886 金属床による総義歯の提供
大歯393 大分市大字羽屋１７６番地の６       （金属総義歯）第   249号                徴収開始年月日：平成28年 7月21日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          01:白金                                               432,000    378,000    
          02:金                                                 378,000    324,000    
          03:コバルト                                           216,000    162,000    
          04:チタン                                             270,000    216,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,3403,3 敷戸グリーン歯科 〒870-1106 金属床による総義歯の提供
大歯403 大分市敷戸台二丁目１番１０号       （金属総義歯）第    17号                徴収開始年月日：平成12年 7月 1日

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,3405,8 多賀歯科医院 〒870-0022 金属床による総義歯の提供
大歯405 大分市大手町１丁目３番１２号       （金属総義歯）第   206号                徴収開始年月日：平成24年 7月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          04:チタン                                             400,000               

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,3412,4 右田歯科医院 〒870-0883 金属床による総義歯の提供
大歯412 大分市大字永興５組の１       （金属総義歯）第    18号                徴収開始年月日：平成12年 7月 1日

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,3413,2 なかじま歯科医院 〒870-0127 金属床による総義歯の提供
大歯413 大分市森町花の木通５０１－３       （金属総義歯）第   145号                徴収開始年月日：平成23年 8月24日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          04:チタン                                             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

[大分県]

平成30年 6月 1日 歯科］ 平成30年 6月 1日      4

01,3415,7 大分歯科専門学校付属〒870-8658 う蝕に罹患している患者の指導管理
大歯415 歯科診療所 大分市千代町３丁目３番８号       （う蝕管理）第    13号                  徴収開始年月日：平成 9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          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,3417,3 内尾歯科医院 〒870-0034 金属床による総義歯の提供
大歯417 大分市都町２－６－２５       （金属総義歯）第    20号                徴収開始年月日：平成12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    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,3425,6 しんろう歯科医院 〒870-0943 金属床による総義歯の提供
大歯425 大分市片島８－４       （金属総義歯）第   102号                徴収開始年月日：平成12年 7月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          02:金                                                 300,000    300,000    
          03:コバルト                                           200,000    200,000    
          04:チタン                                             400,000    400,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第    20号                  徴収開始年月日：平成11年 5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          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,3441,3 岸本歯科 〒870-0937 金属床による総義歯の提供
大歯441 大分市南津留３－２０       （金属総義歯）第    95号                徴収開始年月日：平成12年10月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          01:白金                                               368,000    368,000    
          03:コバルト                                           320,000    320,000    
          04:チタン                                             320,000    320,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,3442,1 高城やまだ歯科 〒870-0155 金属床による総義歯の提供
大歯442 大分市高城南町１１－５       （金属総義歯）第   207号                徴収開始年月日：平成24年 7月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          04:チタン                                             200,000               

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,3448,8 医療法人德丸歯科医院〒870-1123 金属床による総義歯の提供
大歯448 大分市大字寒田字池添１０３６番       （金属総義歯）第    21号                徴収開始年月日：平成12年 7月 1日

地の１           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           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

[大分県]

平成30年 6月 1日 歯科］ 平成30年 6月 1日      5

01,3462,9 佐藤クリニック 〒870-0026     19医薬品の治験に係る診療
(01,1742,0) 大分市金池町２丁目８番１８号       （治験診療）第    58号                  徴収開始年月日：平成21年 7月13日
大歯462           治験薬名称　　　　　　　　 　　 内･注･外  区分      対象患者数 徴収額

          ＡＦＴ－８０１                  1:内服薬  3:第Ⅲ相          4               
入院医療に係る特別の療養環境の提供
      （入療養提供）第  1244号                徴収開始年月日：平成26年 4月 1日
          区分　　　　             病床数   徴収金額
          01:個室                       4      3,240        
          02:２人室                     4                   
          03:３人室                     3                   
          04:４人室                     8                   
          全許可病床数       19床  費用徴収病床数        4床  割合 21.1％

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,3472,8 三浦歯科クリニック 〒870-0137 金属床による総義歯の提供
大歯472 大分市寺崎町１－９－１       （金属総義歯）第    24号                徴収開始年月日：平成12年 7月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          02:金                                                 150,000    150,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,3474,4 あやべ歯科医院 〒870-0952 金属床による総義歯の提供
大歯474 大分市下郡北２丁目１０番２１号       （金属総義歯）第   224号                徴収開始年月日：平成25年 2月26日

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,3475,1 はしもと歯科医院 〒870-0309 金属床による総義歯の提供
大歯475 大分市坂ノ市西１丁目１番３号       （金属総義歯）第    25号                徴収開始年月日：平成12年 7月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          01:白金                                                          350,000    
          04:チタン                                             200,000    200,000    
          03:コバルト                                           150,000    150,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,3478,5 マツモト歯科クリニッ〒870-0815 金属床による総義歯の提供
大歯478 ク 大分市南春日町８番３号       （金属総義歯）第   128号                徴収開始年月日：平成20年11月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          04:チタン                                             262,500    210,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,3479,3 医療法人　城崎山本歯〒870-0045 金属床による総義歯の提供
大歯479 科 大分市城崎町２丁目１番７号       （金属総義歯）第    26号                徴収開始年月日：平成12年 7月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          01:白金                                               420,000    420,000    
          03:コバルト                                           220,000    220,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,3483,5 野田歯科クリニック 〒870-1143 金属床による総義歯の提供
大歯483 大分市大字田尻５８０－３       （金属総義歯）第   147号                徴収開始年月日：平成23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    

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



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

[大分県]

平成30年 6月 1日 歯科］ 平成30年 6月 1日      6

01,3492,6 村上歯科医院 〒870-0127 金属床による総義歯の提供
大歯492 大分市大字森町２４３－７       （金属総義歯）第    29号                徴収開始年月日：平成12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    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,3496,7 毛利歯科医院 〒870-0021 金属床による総義歯の提供
大歯496 大分市府内町１丁目５番４４号       （金属総義歯）第   270号                徴収開始年月日：平成23年 7月25日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           250,000    250,000    
          04:チタン                                             400,000    400,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   123号                  徴収開始年月日：平成29年 8月18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          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,3499,1 カワムラ歯科医院 〒870-0848 金属床による総義歯の提供
大歯499 大分市賀来北３丁目３－１       （金属総義歯）第   118号                徴収開始年月日：平成18年 3月16日

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,3506,3 守谷歯科医院 〒870-0886 金属床による総義歯の提供
大歯506 大分市上田町１組の２       （金属総義歯）第   261号                徴収開始年月日：平成23年 7月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           350,000    350,000    
          04:チタン                                             450,000    450,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,3511,3 なりやす歯科医院 〒870-1151 金属床による総義歯の提供
大歯511 大分市大字市５６１番地の５       （金属総義歯）第   209号                徴収開始年月日：平成24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    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,3516,2 カイ歯科医院 〒870-0844 金属床による総義歯の提供
大歯516 大分市古国府５の１       （金属総義歯）第   253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                                           216,000    194,400    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   114号                  徴収開始年月日：平成28年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,300          

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



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

[大分県]

平成30年 6月 1日 歯科］ 平成30年 6月 1日      7

01,3517,0 たんぽぽ歯科クリニッ〒870-0818 金属床による総義歯の提供
大歯517 ク 大分市新春日町２丁目２の１１ト       （金属総義歯）第   211号                徴収開始年月日：平成24年 7月 1日

ポアコート２Ｆ           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           250,000               
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第    37号                  徴収開始年月日：平成13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          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,3519,6 はしもと歯科医院 〒870-1143 う蝕に罹患している患者の指導管理
大歯519 大分市大字田尻１９６番地の１       （う蝕管理）第    51号                  徴収開始年月日：平成23年 7月 1日

          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,050          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,3537,8 加來デンタルオフィス〒870-0021 金属床による総義歯の提供
大歯537 大分市府内町１丁目６番１０号       （金属総義歯）第   159号                徴収開始年月日：平成23年 7月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          01:白金                                               420,000    420,000    
          03:コバルト                                           420,000    420,000    
          04:チタン                                             420,000    420,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,3545,1 おの歯科医院 〒870-0035 金属床による総義歯の提供
大歯545 大分市中央町２－３－１９       （金属総義歯）第   262号                徴収開始年月日：平成23年 7月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          04:チタン                                             300,000               
          03:コバルト                                           200,000               

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,3547,7 けんせい歯科クリニッ〒870-0935 う蝕に罹患している患者の指導管理
大歯547 ク 大分市古ケ鶴１丁目４番２３号       （う蝕管理）第   135号                  徴収開始年月日：平成30年 3月 1日

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,3557,6 馬場歯科医院神崎診療〒879-2111 金属床による総義歯の提供
大歯557 所 大分市大字本神崎６１５番地       （金属総義歯）第   162号                徴収開始年月日：平成23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    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,3563,4 三浦歯科医院 〒870-0874 う蝕に罹患している患者の指導管理
大歯563 大分市にじが丘１丁目２０番地の       （う蝕管理）第   117号                  徴収開始年月日：平成29年 2月22日

１２           継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所        600          

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



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

[大分県]

平成30年 6月 1日 歯科］ 平成30年 6月 1日      8

01,3564,2 くどう歯科 〒870-0125 金属床による総義歯の提供
大歯564 大分市大字松岡５１６７番地の１       （金属総義歯）第   271号                徴収開始年月日：平成24年 7月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           216,000    216,000    
          04:チタン                                             324,000    324,000    
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23年 7月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所        540          
          02:小窩裂溝填塞      1,620          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,3567,5 にしざわ歯科口腔外科〒870-0823 う蝕に罹患している患者の指導管理
大歯567 クリニック 大分市東大道１丁目８番１５号       （う蝕管理）第    58号                  徴収開始年月日：平成23年 7月 1日

          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所        500          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,3571,7 阿部歯科医院 〒870-0034 金属床による総義歯の提供
大歯571 大分市都町１丁目３番２２号大分       （金属総義歯）第   236号                徴収開始年月日：平成27年 1月 1日

都町ビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           180,000    180,000    
          40:その他             ニッケル                        180,000    150,000    
          04:チタン                                             250,000    200,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,3573,3 中川歯科医院 〒870-1151 金属床による総義歯の提供
大歯573 大分市大字市字池田１０５７       （金属総義歯）第   164号                徴収開始年月日：平成23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    
          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    59号                  徴収開始年月日：平成23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          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,3579,0 春日浦オータニデンタ〒870-0005 う蝕に罹患している患者の指導管理
大歯579 ルオフィス 大分市王子北町５－９フレスポ春       （う蝕管理）第    94号                  徴収開始年月日：平成24年 7月 1日

日浦２Ｆ           継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,3584,0 ビューティースマイル〒870-0932 う蝕に罹患している患者の指導管理
大歯584 髙橋歯科医院 大分市東浜２－６－７       （う蝕管理）第    60号                  徴収開始年月日：平成23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          

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



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
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平成30年 6月 1日 歯科］ 平成30年 6月 1日      9

01,3585,7 森いとう歯科医院 〒870-0128 金属床による総義歯の提供
大歯585 大分市大字森３７７番地の１       （金属総義歯）第   165号                徴収開始年月日：平成23年 7月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           400,000    400,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,3588,1 福原総合デンタルクリ〒870-0936 う蝕に罹患している患者の指導管理
大歯588 ニック 大分市岩田町３丁目６－１１       （う蝕管理）第    61号                  徴収開始年月日：平成23年 7月 1日

          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所        525          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,3589,9 高橋歯科医院 〒870-0034 金属床による総義歯の提供
大歯589 大分市都町三丁目１番１９号       （金属総義歯）第   214号                徴収開始年月日：平成24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    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,3595,6 麻生歯科大分駅南クリ〒870-0839 う蝕に罹患している患者の指導管理
大歯595 ニック 大分市金池南１丁目９番１１号       （う蝕管理）第   112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          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,3598,0 南大分さとう歯科 〒870-0888 金属床による総義歯の提供
大歯598 大分市三ケ田町１３組       （金属総義歯）第   131号                徴収開始年月日：平成21年 7月21日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           300,000    300,000    
          04:チタン                                             400,000    400,000    
          02:金                                                 450,000    450,000    
          01:白金                                               500,000    500,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,3599,8 タカサゴデンタルオフ〒870-0029 金属床による総義歯の提供
大歯599 ィス 大分市高砂町１－５　大川産婦人       （金属総義歯）第   225号                徴収開始年月日：平成23年 6月 6日

科　小児科　高砂ビル７Ｆ           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          04:チタン                                             315,000               
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第    62号                  徴収開始年月日：平成23年 7月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,050          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,3600,4 らいおん歯科 〒870-0839 う蝕に罹患している患者の指導管理
大歯600 大分市金池南２丁目３－５　らい       （う蝕管理）第   118号                  徴収開始年月日：平成29年 8月 1日

おんビル２０１           継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所        500          

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



保険外併用療養費医療機関名簿
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報告内容医療機関番号

[大分県]

平成30年 6月 1日 歯科］ 平成30年 6月 1日     10

01,3605,3 ふたば歯科クリニック〒870-0267 金属床による総義歯の提供
大歯605 大分市城原字蓮池２４０３番地２       （金属総義歯）第   137号                徴収開始年月日：平成23年 1月 5日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
                                白金加金                        400,000    350,000    
          02:金                                                 400,000    350,000    
                                コバルトクロム                  200,000    200,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,3615,2 甲斐歯科医院 〒870-0045 金属床による総義歯の提供
大歯615 大分市城崎町１丁目５番６号       （金属総義歯）第   196号                徴収開始年月日：平成23年 1月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           250,000    250,000    
          02:金                                                 400,000    300,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,3617,8 きむら歯科クリニック〒870-0272 う蝕に罹患している患者の指導管理
大歯617 大分市大字迫字迫谷５３番１       （う蝕管理）第    89号                  徴収開始年月日：平成23年12月15日

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,3620,2 ねぎ歯科クリニック 〒870-0854 う蝕に罹患している患者の指導管理
大歯620 大分市大字羽屋５３４－１       （う蝕管理）第    95号                  徴収開始年月日：平成24年 7月 1日

          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,050          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,3624,4 おおつる歯科・矯正歯〒870-0848 う蝕に罹患している患者の指導管理
大歯624 科 大分市賀来北２丁目１０番３４号       （う蝕管理）第   134号                  徴収開始年月日：平成29年10月 1日

          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所        800          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,3627,7 大分駅南口歯科 〒870-0839 金属床による総義歯の提供
大歯627 大分市金池南１丁目１－５ＪＲお       （金属総義歯）第   197号                徴収開始年月日：平成24年 3月 1日

おいたシティ第２駐車場２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           315,000    315,000    
          04:チタン                                             420,000    367,500    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   119号                  徴収開始年月日：平成24年 3月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,080          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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01,3630,1 すぎもと歯科こども歯〒870-0241 金属床による総義歯の提供
大歯630 科 大分市庄境１０４       （金属総義歯）第   199号                徴収開始年月日：平成24年 5月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          04:チタン                                             315,000    315,000    
          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    91号                  徴収開始年月日：平成24年 5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          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,3632,7 藤原歯科医院 〒870-0104 金属床による総義歯の提供
大歯632 大分市南鶴崎１－３－１３       （金属総義歯）第   233号                徴収開始年月日：平成26年 4月15日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           216,000    216,000    
          04:チタン                                             378,000    378,000    
          40:その他             チタンゴールド                  432,000    432,000    
          01:白金                                               810,000    810,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,3650,9 谷川デンタルクリニッ〒870-0822 金属床による総義歯の提供
大歯650 ク 大分市大道町４－２－３２       （金属総義歯）第   248号                徴収開始年月日：平成28年 6月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           200,000    200,000    
          04:チタン                                             266,000    266,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,3665,7 さわみや歯科医院 〒879-7761 う蝕に罹患している患者の指導管理
大歯665 大分市大字中戸次字市４３３９番       （う蝕管理）第   128号                  徴収開始年月日：平成29年 8月23日

地６           継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,200          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,3667,3 なないろ歯科 〒879-7761 前歯部の金属歯冠修復に使用する金合金又は白金加金の支給
大歯667 大分市中戸次５１１１－９       （前歯部金属）第     1号                徴収開始年月日：平成29年 5月18日

          金属の種類   １歯当たりの価格
          02:白金加金    130,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,3677,2 とも歯科クリニック 〒870-0165 う蝕に罹患している患者の指導管理
大歯677 大分市明野北一丁目２２２６番１       （う蝕管理）第   129号                  徴収開始年月日：平成29年 8月18日

０           継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,000          
          02:小窩裂溝填塞      1,450          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02,3110,2 歯科アサノ医院 〒874-0833 金属床による総義歯の提供
別歯110 別府市大字鶴見４０８３番地の１       （金属総義歯）第   135号                徴収開始年月日：平成22年 7月 1日

３           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           180,000    180,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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02,3124,3 目代歯科医院 〒874-0035 金属床による総義歯の提供
別歯124 別府市上人西３組２       （金属総義歯）第   272号                徴収開始年月日：平成29年 8月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           300,000    300,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02,3130,0 岩見歯科医院 〒874-0930 金属床による総義歯の提供
別歯130 別府市光町８の１５       （金属総義歯）第   259号                徴収開始年月日：平成29年 1月13日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          02:金                                                 450,000               
          03:コバルト                                           170,000               
          04:チタン                                             270,000               

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02,3141,7 ツルミ山村歯科医院 〒874-0847 金属床による総義歯の提供
別歯141 別府市馬場１－８       （金属総義歯）第   252号                徴収開始年月日：平成28年 1月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           300,000    300,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02,3161,5 医療法人　谷口歯科医〒874-0920 金属床による総義歯の提供
別歯161 院 別府市北浜１丁目２番２５号       （金属総義歯）第   274号                徴収開始年月日：平成23年 7月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          02:金                                                 420,000    420,000    
          03:コバルト                                           270,000    270,000    
          04:チタン                                             324,000    324,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第    66号                  徴収開始年月日：平成23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          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02,3162,3 医療法人　イトセ歯科〒874-0904 金属床による総義歯の提供
別歯162 医院 別府市大字南立石１８９１番地の       （金属総義歯）第   122号                徴収開始年月日：平成19年 7月 2日

２２０           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          01:白金                                               300,000    300,000    
          03:コバルト                                           250,000    250,000    
          04:チタン                                             400,000    400,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02,3166,4 医療法人尚歯会　矢田〒874-0920 金属床による総義歯の提供
別歯166 歯科医院 別府市北浜１丁目１１番９号       （金属総義歯）第    41号                徴収開始年月日：平成12年 7月 1日

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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02,3167,2 石垣鶴田歯科医院 〒874-0910 金属床による総義歯の提供
別歯167 別府市石垣西８丁目５番８号       （金属総義歯）第   126号                徴収開始年月日：平成20年 5月28日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           220,000    220,000    
          04:チタン                                             330,000    330,000    
          02:金                                                 550,000    550,000    
          01:白金                                               600,000    600,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02,3181,3 ふじた歯科医院 〒874-0849 金属床による総義歯の提供
別歯181 別府市扇山町９組の２       （金属総義歯）第   257号                徴収開始年月日：平成28年10月14日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          01:白金                                               486,000    486,000    
          02:金                                                 486,000    486,000    
          03:コバルト                                           324,000    324,000    
          04:チタン                                             432,000    432,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02,3182,1 医療法人　椛田歯科医〒874-0014 金属床による総義歯の提供
別歯182 院 別府市亀川浜田町４番１０号       （金属総義歯）第    43号                徴収開始年月日：平成12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    34号                  徴収開始年月日：平成13年 7月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      2,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02,3192,0 医療法人社団興裕会　〒874-0849 金属床による総義歯の提供
別歯192 イルカデンタル 別府市扇山１－４       （金属総義歯）第    44号                徴収開始年月日：平成12年 7月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          02:金                                                 250,000    250,000    
          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    28号                  徴収開始年月日：平成13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      3,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02,3196,1 うつのみや歯科 〒874-0927 金属床による総義歯の提供
別歯196 別府市弓ケ浜町３ー３５       （金属総義歯）第   239号                徴収開始年月日：平成27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                                             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   109号                  徴収開始年月日：平成27年 7月28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      3,000          
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02,3197,9 関の江歯科医院 〒874-0013 う蝕に罹患している患者の指導管理
別歯197 別府市大字内竃字北新田２４ー２       （う蝕管理）第    35号                  徴収開始年月日：平成13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          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02,3213,4 丸尾歯科医院 〒874-0935 金属床による総義歯の提供
別歯213 別府市駅前町１２番１１号住乃江       （金属総義歯）第   170号                徴収開始年月日：平成23年 7月 1日

ビル２Ｆ           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           250,000    250,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02,3216,7 鉄輪歯科クリニック 〒874-0042 金属床による総義歯の提供
別歯216 別府市大字鉄輪１２９番地の１       （金属総義歯）第   171号                徴収開始年月日：平成23年 7月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          04:チタン                                             250,000               

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02,3218,3 医療法人日本良和会　〒874-0021 金属床による総義歯の提供
別歯218 姫山歯科診療所 別府市亀川中央町２９番１０号       （金属総義歯）第   172号                徴収開始年月日：平成23年 7月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           250,000    250,000    
          04:チタン                                             500,000    500,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02,3219,1 ガーデン歯科クリニッ〒874-0000 金属床による総義歯の提供
別歯219 ク 別府市大字南立石字中津留２１７       （金属総義歯）第   173号                徴収開始年月日：平成23年 7月 1日

１番地７２           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           200,000    200,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02,3222,5 新港イトセ歯科 〒874-0923 金属床による総義歯の提供
別歯222 別府市新港町５番１号       （金属総義歯）第   174号                徴収開始年月日：平成23年 7月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           180,000               

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02,3223,3 安部徹歯科医院ＣＴイ〒874-0838 う蝕に罹患している患者の指導管理
別歯223 ンプラントオフィス 別府市荘園９組１　セスナビル２       （う蝕管理）第    46号                  徴収開始年月日：平成23年 6月15日

階           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          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02,3232,4 友岡歯科医院 〒874-0909 金属床による総義歯の提供
別歯232 別府市田の湯町９－１２       （金属総義歯）第   241号                徴収開始年月日：平成26年 4月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          04:チタン                                             432,000    432,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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02,3235,7 セイノ歯科医院 〒874-0933 う蝕に罹患している患者の指導管理
別歯235 別府市野口元町３－３８       （う蝕管理）第   120号                  徴収開始年月日：平成29年 8月19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          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02,3237,3 セント歯科 〒874-0908 金属床による総義歯の提供
別歯237 別府市上田の湯町１２番３３号       （金属総義歯）第   263号                徴収開始年月日：平成29年 1月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           518,400    518,400    
          04:チタン                                             518,400    518,400    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03,3061,5 松田歯科 〒871-0056 金属床による総義歯の提供
中歯61 中津市片端町１３１１番地       （金属総義歯）第    98号                徴収開始年月日：平成12年 8月 1日

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03,3068,0 福成歯科医院 〒871-0025 う蝕に罹患している患者の指導管理
中歯68 中津市万田宮の下４９９－６       （う蝕管理）第    12号                  徴収開始年月日：平成 9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          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03,3093,8 細川歯科医院 〒871-0033 金属床による総義歯の提供
中歯93 中津市大字島田４４３番地－１－       （金属総義歯）第   103号                徴収開始年月日：平成12年 7月 1日

１９           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          01:白金                                               500,000    450,000    
          02:金                                                 600,000    550,000    
          04:チタン                                             400,000    350,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第     5号                  徴収開始年月日：平成10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      3,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03,3112,6 加来歯科 〒871-0057 金属床による総義歯の提供
中歯112 中津市三ノ丁１２７８番地の３       （金属総義歯）第   175号                徴収開始年月日：平成23年 7月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           210,000               

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03,3113,4 福原歯科医院 〒871-0405 う蝕に罹患している患者の指導管理
中歯113 中津市耶馬溪町柿坂４７９の２       （う蝕管理）第    67号                  徴収開始年月日：平成23年 7月 1日

          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所        500          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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03,3114,2 ゆうだ歯科クリニック〒871-0151 う蝕に罹患している患者の指導管理
中歯114 中津市大字大悟法６０８－２       （う蝕管理）第   113号                  徴収開始年月日：平成28年 4月 1日

          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所        500          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03,3118,3 和田歯科医院 〒871-0033 う蝕に罹患している患者の指導管理
中歯118 中津市島田７８６の１       （う蝕管理）第    97号                  徴収開始年月日：平成24年 7月 1日

          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所        500          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03,3121,7 医療法人　角野歯科医〒871-0058 金属床による総義歯の提供
中歯121 院 中津市豊田町１４－３５       （金属総義歯）第   234号                徴収開始年月日：平成26年 5月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           194,400    162,000    
          04:チタン                                             216,000               

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03,3125,8 医療法人角野歯科医院〒879-0101 金属床による総義歯の提供
中歯125 　いまづ歯科 中津市大字今津１０４５番地４       （金属総義歯）第   246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                                           194,400    162,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03,3128,2 荒尾歯科医院 〒871-0047 う蝕に罹患している患者の指導管理
中歯128 中津市丸山町９５－１       （う蝕管理）第   131号                  徴収開始年月日：平成29年 7月 1日

          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所        500          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04,3041,5 酒井歯科医院 〒877-0006 金属床による総義歯の提供
日歯41 日田市港町４－３       （金属総義歯）第    49号                徴収開始年月日：平成12年 7月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           150,000    100,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04,3047,2 川津歯科医院 〒877-0053 金属床による総義歯の提供
日歯47 日田市高瀬本町２３４－１       （金属総義歯）第   238号                徴収開始年月日：平成27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    
          04:チタン                                             200,000    200,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04,3050,6 村山歯科医院 〒877-0014 金属床による総義歯の提供
日歯50 日田市本町７－２４       （金属総義歯）第    50号                徴収開始年月日：平成12年 7月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          04:チタン                                             200,000               

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04,3062,1 石松朗歯科医院 〒877-0008 金属床による総義歯の提供
日歯62 日田市丸山町１丁目４番３４号       （金属総義歯）第   215号                徴収開始年月日：平成24年 7月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           262,500               
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04,3067,0 おおくら歯科医院 〒877-0014 う蝕に罹患している患者の指導管理
日歯67 日田市本町１０－１８       （う蝕管理）第    98号                  徴収開始年月日：平成24年 7月 1日

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04,3073,8 武内歯科医院 〒877-0013 金属床による総義歯の提供
日歯73 日田市元町１９－２５       （金属総義歯）第    51号                徴収開始年月日：平成12年 7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                                             250,000    250,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04,3079,5 もちまつ歯科医院 〒877-1232 金属床による総義歯の提供
日歯79 日田市大字三和６６３－１       （金属総義歯）第   242号                徴収開始年月日：平成27年 6月11日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           270,000    270,000    
          01:白金                                               540,000    540,000    
          04:チタン                                             432,000    432,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04,3084,5 内藤デンタルクリニッ〒877-0036 う蝕に罹患している患者の指導管理
日歯84 ク 日田市三芳小渕町１０７９－１       （う蝕管理）第    92号                  徴収開始年月日：平成24年 4月 1日

          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,260          
          02:小窩裂溝填塞      2,100          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04,3099,3 小野歯科医院 〒879-4202 金属床による総義歯の提供
日歯99 日田市天瀬町赤岩７－１２       （金属総義歯）第    91号                徴収開始年月日：平成12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    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04,3104,1 アペックス歯科 〒877-0013 金属床による総義歯の提供
日歯104 日田市元町１９－２４　       （金属総義歯）第   177号                徴収開始年月日：平成23年 7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                                             250,000    250,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04,3105,8 石松歯科医院 〒877-0012 う蝕に罹患している患者の指導管理
日歯105 日田市淡窓町２－２－２８       （う蝕管理）第   121号                  徴収開始年月日：平成29年 6月 7日

          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,200          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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04,3108,2 石﨑歯科医院 〒877-0016 金属床による総義歯の提供
日歯108 日田市三本松１－８－４７       （金属総義歯）第   178号                徴収開始年月日：平成23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    68号                  徴収開始年月日：平成23年 7月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所        500          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05,3038,8 永谷歯科医院 〒876-0845 金属床による総義歯の提供
佐歯38 佐伯市内町５番１１号       （金属総義歯）第   216号                徴収開始年月日：平成24年 7月 1日

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05,3040,4 隈歯科医院 〒876-0813 う蝕に罹患している患者の指導管理
佐歯40 佐伯市長島町３丁目１８－１２       （う蝕管理）第    77号                  徴収開始年月日：平成23年 7月 1日

          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,500          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05,3041,2 花井歯科クリニック 〒876-0803 金属床による総義歯の提供
佐歯41 佐伯市駅前２丁目３－２２       （金属総義歯）第   264号                徴収開始年月日：平成24年 8月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           200,000    200,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05,3044,6 わきた歯科医院 〒876-0832 金属床による総義歯の提供
佐歯44 佐伯市船頭町３番１号       （金属総義歯）第   265号                徴収開始年月日：平成12年 7月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           324,000    324,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05,3046,1 丸山歯科医院 〒876-0844 金属床による総義歯の提供
佐歯46 佐伯市向島１丁目１１番３１号       （金属総義歯）第   276号                徴収開始年月日：平成23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    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05,3047,9 医療法人　豊海歯科医〒876-0831 金属床による総義歯の提供
佐歯47 院 佐伯市大手町３丁目８番１号       （金属総義歯）第   148号                徴収開始年月日：平成23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                                             250,000               
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第    99号                  徴収開始年月日：平成24年 7月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,500          

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



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

[大分県]

平成30年 6月 1日 歯科］ 平成30年 6月 1日     19

05,3048,7 医療法人歯芸会　土屋〒876-0806 金属床による総義歯の提供
佐歯48 デンタルクリニック 佐伯市春日町２番１号       （金属総義歯）第   266号                徴収開始年月日：平成21年11月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           237,000    237,000    
          04:チタン                                             270,000    270,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   122号                  徴収開始年月日：平成23年 7月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,080          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05,3049,5 利光歯科医院 〒876-0843 金属床による総義歯の提供
佐歯49 佐伯市中の島１丁目８番１２号       （金属総義歯）第    64号                徴収開始年月日：平成12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    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05,3050,3 麻生歯科医院 〒876-0803 金属床による総義歯の提供
佐歯50 佐伯市駅前１丁目４番８号       （金属総義歯）第   192号                徴収開始年月日：平成23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                                             250,000               

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05,3058,6 つるおか歯科医院 〒876-0835 う蝕に罹患している患者の指導管理
佐歯58 佐伯市鶴岡町３－１０－１７       （う蝕管理）第    79号                  徴収開始年月日：平成23年 7月 1日

          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,500          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05,3060,2 タケオ歯科医院 〒876-2401 金属床による総義歯の提供
佐歯60 佐伯市蒲江大字蒲江浦３３７８－       （金属総義歯）第   193号                徴収開始年月日：平成23年 7月 1日

１           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           150,000    120,000    
          04:チタン                                             250,000    200,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第    81号                  徴収開始年月日：平成23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          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05,3061,0 戸高歯科医院 〒876-2201 金属床による総義歯の提供
佐歯61 佐伯市蒲江大字畑野浦３８９－５       （金属総義歯）第    85号                徴収開始年月日：平成12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: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    40号                  徴収開始年月日：平成13年10月16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

[大分県]
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05,3065,1 東歯科医院 〒876-2401 金属床による総義歯の提供
佐歯65 佐伯市蒲江大字蒲江浦２２１５の       （金属総義歯）第   194号                徴収開始年月日：平成23年 7月 1日

８           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          04:チタン                                             450,000    450,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第    82号                  徴収開始年月日：平成23年 7月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,500          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05,3069,3 長田歯科クリニック 〒876-0853 金属床による総義歯の提供
佐歯69 佐伯市中村東町６－１４       （金属総義歯）第   217号                徴収開始年月日：平成24年 7月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           100,000               
          04:チタン                                                        150,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第    83号                  徴収開始年月日：平成23年 7月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,500          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05,3073,5 コスモタウン歯科 〒876-0047 う蝕に罹患している患者の指導管理
佐歯73 佐伯市鶴岡西町１丁目２２８番地       （う蝕管理）第    45号                  徴収開始年月日：平成20年 5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          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05,3074,3 ひかわ歯科医院 〒876-0025 金属床による総義歯の提供
佐歯74 佐伯市大字池田２０５３番地１       （金属総義歯）第   195号                徴収開始年月日：平成23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    
          04:チタン                                             300,000    300,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05,3078,4 はやし歯科医院 〒876-0833 う蝕に罹患している患者の指導管理
佐歯78 佐伯市池船町２１－１４       （う蝕管理）第   100号                  徴収開始年月日：平成24年 7月 1日

          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,500          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05,3080,0 吉田歯科医院 〒876-0847 金属床による総義歯の提供
佐歯80 佐伯市城下西町２－６０       （金属総義歯）第   260号                徴収開始年月日：平成29年 8月 1日

          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    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06,3032,9 鳥越歯科医院 〒875-0052 金属床による総義歯の提供
臼歯32 臼杵市大字市浜６９２－１       （金属総義歯）第    65号                徴収開始年月日：平成12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

[大分県]

平成30年 6月 1日 歯科］ 平成30年 6月 1日     21

06,3033,7 かねまつ歯科医院 〒875-0052 金属床による総義歯の提供
臼歯33 臼杵市大字市浜７７０－８       （金属総義歯）第   277号                徴収開始年月日：平成29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    
          04:チタン                                             300,000    300,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06,3039,4 江良歯科医院 〒875-0062 金属床による総義歯の提供
臼歯39 臼杵市大字野田字平の下２２１       （金属総義歯）第   110号                徴収開始年月日：平成12年 7月 1日

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06,3043,6 杉山歯科医院 〒875-0201 う蝕に罹患している患者の指導管理
臼歯43 臼杵市野津町大字野津市２５９の       （う蝕管理）第   101号                  徴収開始年月日：平成24年 7月 1日

２           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          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06,3044,4 芦刈歯科クリニック 〒875-0201 金属床による総義歯の提供
臼歯44 臼杵市野津町大字野津市４６４       （金属総義歯）第   230号                徴収開始年月日：平成26年 3月13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    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06,3045,1 岩田歯科クリニック 〒875-0201 う蝕に罹患している患者の指導管理
臼歯45 臼杵市野津町大字野津市２７１番       （う蝕管理）第    87号                  徴収開始年月日：平成23年 7月 1日

地           継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,050          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06,3046,9 いとう歯科こども歯科〒875-0052 う蝕に罹患している患者の指導管理
臼歯46 臼杵市大字市浜字馬渡１１６８番       （う蝕管理）第    88号                  徴収開始年月日：平成23年 7月 1日

地           継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所        500          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06,3052,7 陶山歯科医院 〒875-0041 う蝕に罹患している患者の指導管理
臼歯52 臼杵市唐人町６７７－１       （う蝕管理）第   125号                  徴収開始年月日：平成29年 8月22日

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07,3011,1 近藤歯科医院 〒879-2435 金属床による総義歯の提供
津歯11 津久見市宮本町１９番１４号       （金属総義歯）第   267号                徴収開始年月日：平成23年 3月30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                                             180,000    180,000    
          02:金                                                 500,000    500,000    
          01:白金                                               700,000    700,000    

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



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
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07,3015,2 川野歯科医院 〒879-2441 金属床による総義歯の提供
津歯15 津久見市中央町２３の３       （金属総義歯）第   141号                徴収開始年月日：平成23年 7月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          01:白金                                               300,000    300,000    
          02:金                                                 500,000    500,000    
          03:コバルト                                           180,000    150,000    
          04:チタン                                                        200,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07,3026,9 ふかえ歯科医院 〒879-2433 金属床による総義歯の提供
津歯26 津久見市中田町１－４       （金属総義歯）第    70号                徴収開始年月日：平成12年 7月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          04:チタン                                             200,000               

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07,3027,7 秋岡デンタルクリニッ〒879-2401 金属床による総義歯の提供
津歯27 ク 津久見市大字千怒６０４５番地の       （金属総義歯）第   179号                徴収開始年月日：平成23年 7月 1日

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08,3027,5 歯科筑紫医院 〒878-0201 う蝕に罹患している患者の指導管理
竹歯27 竹田市久住６０６５－１       （う蝕管理）第    44号                  徴収開始年月日：平成19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      1,500          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09,3031,5 中間歯科医院 〒879-0617 金属床による総義歯の提供
豊歯31 豊後高田市浜町６６８－１       （金属総義歯）第   218号                徴収開始年月日：平成24年 7月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          02:金                                                  20,000               
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   102号                  徴収開始年月日：平成24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          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09,3035,6 後藤歯科医院 〒872-1202 金属床による総義歯の提供
豊歯35 豊後高田市香々地３５９０番地       （金属総義歯）第    75号                徴収開始年月日：平成12年 7月 1日

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10,3025,5 有永歯科医院 〒873-0001 金属床による総義歯の提供
杵歯25 杵築市大字杵築１２４番地       （金属総義歯）第   219号                徴収開始年月日：平成24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
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10,3031,3 田川歯科医院 〒873-0001 金属床による総義歯の提供
杵歯31 杵築市大字杵築１２１７ー１       （金属総義歯）第   180号                徴収開始年月日：平成23年 7月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           220,000    220,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10,3035,4 長野歯科医院 〒879-1311 金属床による総義歯の提供
杵歯35 杵築市山香町内河野２７３０－１       （金属総義歯）第   258号                徴収開始年月日：平成28年11月19日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           200,000    200,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10,3037,0 宮本歯科医院 〒873-0001 金属床による総義歯の提供
杵歯37 杵築市大字杵築６６５番地５６９       （金属総義歯）第   181号                徴収開始年月日：平成23年 7月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           160,000               

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11,3021,2 田島歯科医院 〒879-0456 う蝕に罹患している患者の指導管理
宇佐歯21 宇佐市辛島渚３３０－６       （う蝕管理）第   133号                  徴収開始年月日：平成28年 7月 8日

          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      2,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11,3066,7 たきがみ歯科クリニッ〒879-0456 う蝕に罹患している患者の指導管理
宇佐歯66 ク 宇佐市辛島２０３番地       （う蝕管理）第   107号                  徴収開始年月日：平成27年 3月12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      1,080          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,3007,9 杉山歯科医院 〒879-7305 金属床による総義歯の提供
大野歯7 豊後大野市犬飼町田原字立野２１       （金属総義歯）第   182号                徴収開始年月日：平成23年 7月 1日

０番地１           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           150,000    150,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,3008,7 高倉歯科医院 〒879-6601 金属床による総義歯の提供
大野歯8 豊後大野市緒方町馬場５６－６       （金属総義歯）第    86号                徴収開始年月日：平成12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    70号                  徴収開始年月日：平成23年 7月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      3,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,3009,5 医療法人　久保歯科医〒879-6441 金属床による総義歯の提供
大野歯9 院 豊後大野市大野町田中１６６番地       （金属総義歯）第   231号                徴収開始年月日：平成26年 4月 1日

２           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           220,000    200,000    
          04:チタン                                             250,000    230,000    
          02:金                                                 280,000    250,000    



保険外併用療養費医療機関名簿
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12,3013,7 朝地町アルファ歯科医〒879-6221 金属床による総義歯の提供
大野歯13 院 豊後大野市朝地町坪泉５６５－９       （金属総義歯）第   104号                徴収開始年月日：平成12年 7月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           250,000    250,000    
          04:チタン                                             300,000    300,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,3014,5 矢野歯科クリニック 〒879-7111 金属床による総義歯の提供
大野歯14 豊後大野市三重町赤嶺１０９２番       （金属総義歯）第   250号                徴収開始年月日：平成26年 4月 1日

地２５           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           108,000    108,000    
          04:チタン                                             162,000    162,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,3022,8 フレンド歯科 〒879-7111 う蝕に罹患している患者の指導管理
大野歯22 豊後大野市三重町赤嶺２０５６番       （う蝕管理）第   126号                  徴収開始年月日：平成27年11月13日

地           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          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,3023,6 市場のはいしゃさん 〒879-7131 う蝕に罹患している患者の指導管理
大野歯23 豊後大野市三重町市場１３９６番       （う蝕管理）第   127号                  徴収開始年月日：平成25年 6月 1日

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,3028,5 羽田歯科医院 〒879-7111 う蝕に罹患している患者の指導管理
大野歯28 豊後大野市三重町赤嶺字塚田２９       （う蝕管理）第   115号                  徴収開始年月日：平成28年 9月 1日

７１番６           継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13,3005,1 フォレスト・デンタル〒879-5102 う蝕に罹患している患者の指導管理
由布歯5 ・クリニック 由布市湯布院町川上１１８１－１       （う蝕管理）第     7号                  徴収開始年月日：平成10年 7月 1日

４           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          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13,3008,5 小原歯科医院 〒879-5506 金属床による総義歯の提供
由布歯8 由布市挾間町挾間３５６ー１       （金属総義歯）第   221号                徴収開始年月日：平成24年 7月 1日

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13,3009,3 ヒロ歯科クリニック 〒879-5421 金属床による総義歯の提供
由布歯9 由布市庄内町柿原３０５番地２　       （金属総義歯）第   275号                徴収開始年月日：平成29年 7月 1日

花菱ハイツ１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           162,000    162,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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13,3011,9 医療法人　田代歯科医〒879-5102 金属床による総義歯の提供
由布歯11 院 由布市湯布院町川上２９３５番地       （金属総義歯）第   183号                徴収開始年月日：平成23年 7月 1日

４           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                                           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    73号                  徴収開始年月日：平成23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          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13,3012,7 吉村歯科クリニック 〒879-5511 金属床による総義歯の提供
由布歯12 由布市挾間町古野２０４－５       （金属総義歯）第   184号                徴収開始年月日：平成23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    74号                  徴収開始年月日：平成23年 7月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,050          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13,3014,3 歯科吉村医院 〒879-5103 金属床による総義歯の提供
由布歯14 由布市湯布院町川南３３５番地       （金属総義歯）第   268号                徴収開始年月日：平成23年 7月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           194,400    194,400    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   103号                  徴収開始年月日：平成24年 7月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,050          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13,3015,0 酒井歯科 〒879-5101 金属床による総義歯の提供
由布歯15 由布市湯布院町塚原４０－１２       （金属総義歯）第   136号                徴収開始年月日：平成23年11月26日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
                                コバルトクロム合金              200,000    200,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14,3006,7 栗林歯科医院 〒873-0503 金属床による総義歯の提供
国東歯6 国東市国東町鶴川３９８       （金属総義歯）第    76号                徴収開始年月日：平成12年 7月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                                      200,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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14,3010,9 福永歯科医院 〒873-0503 金属床による総義歯の提供
国東歯10 国東市国東町鶴川１０６       （金属総義歯）第   203号                徴収開始年月日：平成24年 8月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           220,000    220,000    
          04:チタン                                             280,000    280,000    
          02:金                                                 550,000    550,000    
          01:白金                                               600,000    600,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14,3012,5 医療法人　さいとう歯〒873-0212 金属床による総義歯の提供
国東歯12 科医院 国東市安岐町塩屋２９０番地６       （金属総義歯）第   256号                徴収開始年月日：平成28年 7月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          02:金                                                 500,000    500,000    
          03:コバルト                                           150,000    150,000    
          04:チタン                                             250,000    250,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14,3013,3 矢野歯科医院 〒873-0202 金属床による総義歯の提供
国東歯13 国東市安岐町瀬戸田６６９       （金属総義歯）第   243号                徴収開始年月日：平成27年 7月22日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          02:金                                                 500,000    500,000    
          03:コバルト                                           200,000    200,000    
          04:チタン                                             300,000    300,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14,3017,4 ざいぜん歯科 〒873-0511 金属床による総義歯の提供
国東歯17 国東市国東町小原２７６９       （金属総義歯）第   119号                徴収開始年月日：平成18年10月30日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          01:白金                                               500,000    500,000    
          03:コバルト                                           200,000    200,000    
          04:チタン                                             200,000    200,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14,3019,0 わかば歯科 〒873-0503 金属床による総義歯の提供
国東歯19 国東市国東町鶴川２６９４       （金属総義歯）第   187号                徴収開始年月日：平成23年 7月 1日

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14,3020,8 ちよ歯科医院 〒873-0421 金属床による総義歯の提供
国東歯20 国東市武蔵町糸原３９４２－２       （金属総義歯）第   244号                徴収開始年月日：平成28年 2月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          01:白金                                               630,000    630,000    
          02:金                                                 525,000    525,000    
          03:コバルト                                           157,500    157,500    
          04:チタン                                             262,500    262,500    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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22,3019,3 脇歯科医院 〒879-1506 金属床による総義歯の提供
速歯19 速見郡日出町１６６１－１８       （金属総義歯）第   269号                徴収開始年月日：平成12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    
          04:チタン                                             300,000    300,000    
          01:白金                                               500,000    500,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22,3021,9 溝部歯科医院 〒879-1506 金属床による総義歯の提供
速歯21 速見郡日出町３４８０番地の７       （金属総義歯）第    79号                徴収開始年月日：平成12年 7月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           300,000    300,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22,3028,4 第二谷口歯科医院 〒879-1507 う蝕に罹患している患者の指導管理
速歯28 速見郡日出町大字豊岡３８５番地       （う蝕管理）第    31号                  徴収開始年月日：平成13年 7月 1日

の１           継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所        500          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22,3039,1 医療法人山下歯科医院〒879-1506 金属床による総義歯の提供
速歯39 速見郡日出町３１８４番地       （金属総義歯）第   273号                徴収開始年月日：平成24年 7月13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    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28,3020,8 井上歯科医院 〒879-4801 う蝕に罹患している患者の指導管理
玖歯19 玖珠郡九重町大字右田７３７の３       （う蝕管理）第    75号                  徴収開始年月日：平成23年 7月 1日

          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所        500          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28,3023,2 たしろ歯科医院 〒879-4413 金属床による総義歯の提供
玖歯23 玖珠郡玖珠町大字塚脇字箱割１８       （金属総義歯）第   228号                徴収開始年月日：平成25年 7月 1日

１－４           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           150,000    150,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28,3026,5 井上第二歯科医院 〒879-4413 金属床による総義歯の提供
玖歯26 玖珠郡玖珠町塚脇長野野中７３４       （金属総義歯）第   222号                徴収開始年月日：平成24年 7月 1日

の２           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          04:チタン                                                        200,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28,3027,3 麻生歯科医院 〒879-4601 金属床による総義歯の提供
玖歯27 玖珠郡九重町大字右田３３５９       （金属総義歯）第   120号                徴収開始年月日：平成18年12月12日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           150,000    100,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28,3038,0 秋吉歯科医院 〒879-4403 う蝕に罹患している患者の指導管理
玖歯38 玖珠郡玖珠町大字帆足２３２の７       （う蝕管理）第    47号                  徴収開始年月日：平成23年 6月 1日

          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所        500          
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28,3041,4 吉武歯科医院 〒879-4403 う蝕に罹患している患者の指導管理
玖歯41 玖珠郡玖珠町大字帆足２４１－２       （う蝕管理）第   130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        500          

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


