
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

[佐賀県]

平成30年 6月 1日 歯科］ 平成30年 6月 1日      1

01,3092,7 加藤歯科医院 〒840-0834 う蝕に罹患している患者の指導管理
佐歯92 佐賀市八幡小路３番２８号       （う蝕管理）第     3号                  徴収開始年月日：平成15年 7月 1日

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,3109,9 凌歯科医院 〒840-0831 う蝕に罹患している患者の指導管理
佐歯109 佐賀市松原３丁目４番７号       （う蝕管理）第   115号                  徴収開始年月日：平成23年10月22日

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,3112,3 中尾歯科医院 〒840-0806 金属床による総義歯の提供
佐歯112 佐賀市神園２丁目７番５１号       （金属総義歯）第     8号                徴収開始年月日：平成15年 7月 1日

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,3116,4 北島歯科医院 〒849-0921 金属床による総義歯の提供
佐歯116 佐賀市高木瀬西２丁目９番２３号       （金属総義歯）第    94号                徴収開始年月日：平成20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    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,3122,2 寺谷歯科・矯正歯科ク〒840-0034 う蝕に罹患している患者の指導管理
佐歯122 リニック 佐賀市西与賀町大字厘外７３９番       （う蝕管理）第    67号                  徴収開始年月日：平成21年 7月 1日

地７           継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所        315          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,3137,0 鳥巣歯科医院 〒840-0804 金属床による総義歯の提供
佐歯137 佐賀市神野東４丁目１３番５号       （金属総義歯）第    64号                徴収開始年月日：平成21年 7月31日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          04:チタン                                             300,000    300,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,3147,9 おがさわら歯科・小児〒840-0805 金属床による総義歯の提供
佐歯147 歯科 佐賀市神野西２丁目３番３１号       （金属総義歯）第    10号                徴収開始年月日：平成15年 7月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          04:チタン                                             216,000    216,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第    68号                  徴収開始年月日：平成21年 6月12日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所        550          
          02:小窩裂溝填塞      2,160          

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



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

[佐賀県]

平成30年 6月 1日 歯科］ 平成30年 6月 1日      2

01,3148,7 緒方歯科クリニック 〒840-0805 金属床による総義歯の提供
佐歯148 佐賀市神野西４丁目１１番１６号       （金属総義歯）第    11号                徴収開始年月日：平成15年 7月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          01:白金                                               220,000    220,000    
          03:コバルト                                           108,000    108,000    
          04:チタン                                             216,000    216,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第     4号                  徴収開始年月日：平成15年 7月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所        500          
          02:小窩裂溝填塞      1,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,3159,4 佐野歯科医院 〒840-0054 金属床による総義歯の提供
佐歯159 佐賀市水ケ江２丁目５番３５号       （金属総義歯）第    13号                徴収開始年月日：平成15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    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,3160,2 横田歯科医院 〒840-0032 金属床による総義歯の提供
佐歯160 佐賀市末広１丁目１番１２号       （金属総義歯）第    65号                徴収開始年月日：平成21年 2月10日

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,3162,8 上原歯科医院 〒840-0806 金属床による総義歯の提供
佐歯162 佐賀市神園２丁目１０番１８号       （金属総義歯）第   136号                徴収開始年月日：平成18年 7月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           216,000    216,000    
          04:チタン                                             324,000    324,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,3172,7 松尾歯科医院 〒840-0814 金属床による総義歯の提供
佐歯172 佐賀市成章町２番２２号       （金属総義歯）第    59号                徴収開始年月日：平成16年 7月 7日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          04:チタン                                             345,000    345,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第     6号                  徴収開始年月日：平成15年 7月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所        500          
          02:小窩裂溝填塞      1,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,3182,6 武富歯科医院 〒849-0905 金属床による総義歯の提供
佐歯182 佐賀市金立町大字千布３１４７番       （金属総義歯）第    96号                徴収開始年月日：平成21年 7月 1日

地           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          04:チタン                                             300,000               

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



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

[佐賀県]

平成30年 6月 1日 歯科］ 平成30年 6月 1日      3

01,3185,9 駒井歯科医院 〒840-0842 金属床による総義歯の提供
佐歯185 佐賀市多布施４丁目１番１８号       （金属総義歯）第    15号                徴収開始年月日：平成15年 7月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           160,000    160,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第    69号                  徴収開始年月日：平成21年 7月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所        500          
          02:小窩裂溝填塞        500          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,3186,7 西村正信歯科医院 〒849-0916 金属床による総義歯の提供
佐歯186 佐賀市高木瀬町大字東高木１１６       （金属総義歯）第    16号                徴収開始年月日：平成15年 7月 1日

３番地３           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     8号                  徴収開始年月日：平成15年 7月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,000          
          02:小窩裂溝填塞      1,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,3200,6 栗林歯科医院 〒840-0841 金属床による総義歯の提供
佐歯200 佐賀市緑小路１番２号       （金属総義歯）第   134号                徴収開始年月日：平成25年 4月 1日

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,3207,1 日浦歯科医院 〒849-0932 う蝕に罹患している患者の指導管理
佐歯207 佐賀市鍋島町大字八戸溝２３７番       （う蝕管理）第   137号                  徴収開始年月日：平成26年 4月 1日

地１           継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,300          
          02:小窩裂溝填塞        800          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,3211,3 福成歯科医院 〒849-0932 金属床による総義歯の提供
佐歯211 佐賀市鍋島町大字八戸溝１２５０       （金属総義歯）第   135号                徴収開始年月日：平成26年 7月 1日

番地４           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          40:その他             ニッケルクロム                  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    10号                  徴収開始年月日：平成15年 7月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      2,500          
          02:小窩裂溝填塞      2,500          

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



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

[佐賀県]

平成30年 6月 1日 歯科］ 平成30年 6月 1日      4

01,3215,4 ももたに歯科医院 〒840-0823 金属床による総義歯の提供
佐歯215 佐賀市柳町６番６号       （金属総義歯）第    18号                徴収開始年月日：平成15年 7月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          04:チタン                                             216,000    216,000    
          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    66号                  徴収開始年月日：平成20年11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          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,3220,4 くが歯科医院 〒840-0054 金属床による総義歯の提供
佐歯220 佐賀市水ケ江２丁目８番１３号       （金属総義歯）第    19号                徴収開始年月日：平成15年 7月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           250,000    200,000    
          04:チタン                                             250,000    250,000    
          01:白金                                               500,000    500,000    
          02:金                                                 500,000    500,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,3223,8 医療法人　森永歯科ク〒849-0922 金属床による総義歯の提供
佐歯223 リニック 佐賀市高木瀬東５丁目８番２６号       （金属総義歯）第    20号                徴収開始年月日：平成15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    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第    11号                  徴収開始年月日：平成15年 7月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      3,240          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,3227,9 東島歯科医院 〒840-0047 金属床による総義歯の提供
佐歯227 佐賀市与賀町３番２号       （金属総義歯）第     6号                徴収開始年月日：平成15年 8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    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第     2号                  徴収開始年月日：平成15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      2,500          

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



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

[佐賀県]

平成30年 6月 1日 歯科］ 平成30年 6月 1日      5

01,3231,1 田中栄一歯科小児歯科〒849-0936 金属床による総義歯の提供
佐歯231 医院 佐賀市鍋島町大字森田３９９番地       （金属総義歯）第    95号                徴収開始年月日：平成21年 7月 1日

１           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           150,000    150,000    
          04:チタン                                             400,000    400,000    
          02:金                                                 500,000    500,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第    12号                  徴収開始年月日：平成15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          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,3239,4 うめづ歯科・小児歯科〒849-0935 う蝕に罹患している患者の指導管理
佐歯239 医院 佐賀市八戸溝三丁目８番２号       （う蝕管理）第    14号                  徴収開始年月日：平成15年 7月 1日

          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,000          
          02:小窩裂溝填塞      1,200          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,3240,2 横尾歯科医院 〒849-0905 金属床による総義歯の提供
佐歯240 佐賀市金立町大字千布３０２８番       （金属総義歯）第    66号                徴収開始年月日：平成21年 7月 1日

地１           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    
                                ニッケルクロム                  170,000    170,000    
                                パラジウム                      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    15号                  徴収開始年月日：平成15年 7月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所        500          
          02:小窩裂溝填塞      1,500          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,3252,7 いちのせ歯科小児歯科〒840-0015 う蝕に罹患している患者の指導管理
佐歯252 医院 佐賀市木原２丁目３番８号       （う蝕管理）第    71号                  徴収開始年月日：平成21年 7月 1日

          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所        300          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,3253,5 御厨歯科医院 〒840-0831 金属床による総義歯の提供
佐歯253 佐賀市松原１丁目３番１０号       （金属総義歯）第    22号                徴収開始年月日：平成15年 7月 1日

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,3255,0 正島歯科 〒840-0815 金属床による総義歯の提供
佐歯255 佐賀市天神２丁目５番２５号       （金属総義歯）第   150号                徴収開始年月日：平成27年12月12日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          40:その他             ニッケル・クロム                160,000    160,000    
          04:チタン                                             250,000    250,000    



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

[佐賀県]

平成30年 6月 1日 歯科］ 平成30年 6月 1日      6

01,3260,0 服部歯科医院 〒840-0842 う蝕に罹患している患者の指導管理
佐歯260 佐賀市多布施１丁目５番３９号       （う蝕管理）第    17号                  徴収開始年月日：平成15年 7月 1日

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,3262,6 みのり歯科診療所 〒840-0054 金属床による総義歯の提供
佐歯262 佐賀市水ケ江５丁目２番８号       （金属総義歯）第    58号                徴収開始年月日：平成16年 6月18日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           210,000    210,000    
          01:白金                                               420,000    420,000    
          04:チタン                                             262,500    262,500    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,3264,2 きたむら歯科クリニッ〒840-0008 う蝕に罹患している患者の指導管理
佐歯264 ク 佐賀市巨勢町大字牛島７３０番地       （う蝕管理）第    18号                  徴収開始年月日：平成15年 7月 1日

モラージュ佐賀２Ｆ           継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所        500          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,3265,9 こうすけ歯科医院 〒849-0913 金属床による総義歯の提供
佐歯265 佐賀市兵庫町大字渕１３２１番地       （金属総義歯）第    67号                徴収開始年月日：平成21年 7月 1日

８           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           210,000    210,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第    72号                  徴収開始年月日：平成21年 7月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所        540          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,3266,7 副島歯科医院 〒840-0811 金属床による総義歯の提供
佐歯266 佐賀市大財二丁目１番１８号       （金属総義歯）第    68号                徴収開始年月日：平成21年 7月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           220,500               
          04:チタン                                             315,000               

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,3267,5 北村歯科医院 〒840-0804 金属床による総義歯の提供
佐歯267 佐賀市神野東２丁目５番２６号       （金属総義歯）第   118号                徴収開始年月日：平成25年 4月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          04:チタン                                             215,000    215,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,3269,1 医療法人社団　恵真会〒840-0805 金属床による総義歯の提供
佐歯269 　下平歯科医院 佐賀市神野西三丁目１番２１号       （金属総義歯）第    69号                徴収開始年月日：平成21年 7月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           194,600    194,600    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,3271,7 山口歯科医院 〒840-0850 う蝕に罹患している患者の指導管理
佐歯271 佐賀市新栄東二丁目２番１６号       （う蝕管理）第   117号                  徴収開始年月日：平成25年 7月 1日

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

[佐賀県]

平成30年 6月 1日 歯科］ 平成30年 6月 1日      7

01,3278,2 北島歯科医院 〒840-0853 金属床による総義歯の提供
佐歯278 佐賀市長瀬町２番３２号       （金属総義歯）第   139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
          01:白金                                               216,000    216,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,3279,0 高森歯科医院 〒840-0862 う蝕に罹患している患者の指導管理
佐歯279 佐賀市嘉瀬町大字扇町２３７５番       （う蝕管理）第    73号                  徴収開始年月日：平成21年 7月 1日

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,3281,6 スマイル歯科 〒840-0011 金属床による総義歯の提供
佐歯281 佐賀市北川副町大字江上９５番地       （金属総義歯）第    97号                徴収開始年月日：平成21年 7月 1日

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,3282,4 陣内歯科医院 〒840-0826 金属床による総義歯の提供
佐歯282 佐賀市白山２丁目８番２２号       （金属総義歯）第    62号                徴収開始年月日：平成20年 8月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           200,000    180,000    
          04:チタン                                             250,000    230,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,3283,2 松本歯科医院 〒840-0823 金属床による総義歯の提供
佐歯283 佐賀市柳町１番１２号       （金属総義歯）第    70号                徴収開始年月日：平成21年 7月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           200,000    180,000    
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21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          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,3285,7 医療法人　浦歯科医院〒849-0918 金属床による総義歯の提供
佐歯285 佐賀市兵庫南４丁目１番２９号       （金属総義歯）第   153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
          03:コバルト                                           162,000    162,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,3288,1 医療法人　健成会　こ〒840-0816 う蝕に罹患している患者の指導管理
佐歯288 んどう矯正歯科 佐賀市駅南本町６番７号ＵＣＨＩ       （う蝕管理）第   105号                  徴収開始年月日：平成21年 7月 1日

ＤＡビル３階           継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所        300          
          02:小窩裂溝填塞        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
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01,3289,9 池田歯科・こども歯科〒840-0859 う蝕に罹患している患者の指導管理
佐歯289 医院 佐賀市新栄西１丁目２番４５号       （う蝕管理）第   118号                  徴収開始年月日：平成25年 1月 4日

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,3305,3 まえやま歯科医院 〒840-0054 金属床による総義歯の提供
佐歯305 佐賀市水ケ江五丁目７番１９号       （金属総義歯）第    71号                徴収開始年月日：平成21年 7月 6日

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,3306,1 ひろ歯科クリニック 〒849-0919 う蝕に罹患している患者の指導管理
佐歯306 佐賀市兵庫北１丁目８番２号       （う蝕管理）第   116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          
          02:小窩裂溝填塞      1,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,3309,5 ふじわら歯科クリニッ〒849-0918 う蝕に罹患している患者の指導管理
佐歯309 ク 佐賀市兵庫南二丁目１５番２７号       （う蝕管理）第   133号                  徴収開始年月日：平成22年 5月17日

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,3310,3 千葉歯科医院 〒849-0934 金属床による総義歯の提供
佐歯310 佐賀市開成五丁目３番３５号       （金属総義歯）第   109号                徴収開始年月日：平成22年 8月 5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                                                 700,000    700,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,3319,4 おのはら歯科医院 〒840-0821 金属床による総義歯の提供
佐歯319 佐賀市東佐賀町１４－２０       （金属総義歯）第   128号                徴収開始年月日：平成25年 6月17日

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,3329,3 北山歯科診療所 〒840-0534 金属床による総義歯の提供
佐歯329 佐賀市富士町大字中原４８３番地       （金属総義歯）第   155号                徴収開始年月日：平成28年 7月 1日

１           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           216,000    216,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   150号                  徴収開始年月日：平成28年 7月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      3,240          

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



保険外併用療養費医療機関名簿
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01,3347,5 ＨＣＡーｓｔｙｌｅ　〒849-0934 金属床による総義歯の提供
佐歯347 北川歯科こども歯科医佐賀市開成６丁目８番１８号       （金属総義歯）第   161号                徴収開始年月日：平成30年 5月 1日

院           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           230,000    230,000    
          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   155号                  徴収開始年月日：平成30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          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02,3073,5 田村弘典歯科医院 〒847-0873 金属床による総義歯の提供
唐歯73 唐津市海岸通７１８２番地２３       （金属総義歯）第    73号                徴収開始年月日：平成21年 7月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           210,000    210,000    
          04:チタン                                             315,000    315,000    
          02:金                                                 630,000    630,000    
          01:白金                                               630,000    630,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02,3078,4 宮原歯科クリニック 〒847-0002 金属床による総義歯の提供
唐歯78 唐津市山本１４９７番地       （金属総義歯）第   137号                徴収開始年月日：平成26年 8月25日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           270,000    270,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02,3088,3 みのはら歯科医院 〒847-0022 金属床による総義歯の提供
唐歯88 唐津市鏡１８２２番地２       （金属総義歯）第   149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
          03:コバルト                                           150,000    150,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02,3100,6 未来歯科医院 〒847-0055 金属床による総義歯の提供
唐歯100 唐津市刀町１５１５番地１       （金属総義歯）第   108号                徴収開始年月日：平成22年 9月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト           コバルトクロム合金              216,000    260,000    
          04:チタン                                             319,000    360,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02,3107,1 小宮矯正歯科 〒847-0066 金属床による総義歯の提供
唐歯107 唐津市大石町２４７５番地２       （金属総義歯）第   148号                徴収開始年月日：平成26年12月 5日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           270,000               
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第    24号                  徴収開始年月日：平成15年 7月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所        700          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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02,3110,5 今村歯科医院 〒847-0824 う蝕に罹患している患者の指導管理
唐歯110 唐津市神田２２０２番地２０       （う蝕管理）第    25号                  徴収開始年月日：平成15年 7月 1日

          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所        700          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02,3112,1 松尾しげき歯科医院 〒847-0821 金属床による総義歯の提供
唐歯112 唐津市町田五丁目９番３４号       （金属総義歯）第   157号                徴収開始年月日：平成22年 7月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト           コバルトクロム合金              250,000    250,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   152号                  徴収開始年月日：平成20年 9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          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02,3120,4 ハシムラ歯科医院 〒847-0075 金属床による総義歯の提供
唐歯120 唐津市和多田用尺１２番２９号       （金属総義歯）第   156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                                           410,400    410,400    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02,3134,5 医療法人　勝三会　ハ〒847-0313 入院医療に係る特別の療養環境の提供
唐歯134 セガワ歯科 唐津市鎮西町塩鶴２５３５番地１       （入療養提供）第   333号                徴収開始年月日：平成19年 2月 1日

          区分　　　　             病床数   徴収金額
          01:個室                       1      5,000        
          01:個室                       2                   
          全許可病床数        3床  費用徴収病床数        1床  割合 33.3％

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02,3141,0 あおぞら歯科医院 〒847-1526 金属床による総義歯の提供
唐歯141 唐津市肥前町入野甲１９６１番地       （金属総義歯）第   127号                徴収開始年月日：平成25年 5月23日

１１           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           150,000    150,000    
          03:コバルト                                           230,000               

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02,3146,9 上野デンタルクリニッ〒847-0002 う蝕に罹患している患者の指導管理
唐歯146 ク 唐津市山本１５５４－５       （う蝕管理）第   132号                  徴収開始年月日：平成25年 2月 1日

          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所        500          
          02:小窩裂溝填塞      2,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02,3147,7 医療法人　すえなが歯〒849-5131 う蝕に罹患している患者の指導管理
唐歯147 科医院 唐津市浜玉町浜崎１０４４番地       （う蝕管理）第   111号                  徴収開始年月日：平成25年 7月 1日

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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03,3021,2 医療法人健栄会　門司〒841-0015 金属床による総義歯の提供
鳥歯21 歯科医院 鳥栖市田代上町２２１番地       （金属総義歯）第    24号                徴収開始年月日：平成15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                                           200,000    200,000    
          04:チタン                                             300,000    300,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03,3024,6 元町歯科診療所 〒841-0051 金属床による総義歯の提供
鳥歯24 鳥栖市元町１３００番地１       （金属総義歯）第    25号                徴収開始年月日：平成15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    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03,3027,9 赤司歯科医院 〒841-0081 金属床による総義歯の提供
鳥歯27 鳥栖市萱方町２３９番地９       （金属総義歯）第    26号                徴収開始年月日：平成15年 7月 1日

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03,3037,8 照崎歯科医院 〒841-0061 金属床による総義歯の提供
鳥歯37 鳥栖市轟木町１５０１番地１０       （金属総義歯）第    27号                徴収開始年月日：平成15年 7月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           200,000    200,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第    27号                  徴収開始年月日：平成15年 7月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,000          
          02:小窩裂溝填塞      1,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03,3041,0 上田歯科医院 〒841-0072 金属床による総義歯の提供
鳥歯41 鳥栖市村田町７番地６       （金属総義歯）第    98号                徴収開始年月日：平成21年 7月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           160,000    160,000    
          04:チタン                                             200,000    200,000    
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15年 7月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所        700          
          02:小窩裂溝填塞        800          

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



保険外併用療養費医療機関名簿
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03,3045,1 医療法人　權藤歯科 〒841-0052 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
鳥歯45 鳥栖市宿町１１０３番地５       （前歯部金属）第     5号                徴収開始年月日：平成26年 4月 1日

          金属の種類   １歯当たりの価格
          01:金合金       60,000          
          02:白金加金     68,000          
金属床による総義歯の提供
      （金属総義歯）第    29号                徴収開始年月日：平成15年 7月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          02:金                                                 450,000    450,000    
          03:コバルト                                           180,000    180,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03,3046,9 こが歯科 〒841-0025 金属床による総義歯の提供
鳥歯46 鳥栖市曽根崎町１４９０番地６       （金属総義歯）第   158号                徴収開始年月日：平成29年11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                                             378,000    378,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03,3049,3 医療法人　原歯科医院〒841-0052 金属床による総義歯の提供
鳥歯49 鳥栖市宿町１３６２番地１       （金属総義歯）第    30号                徴収開始年月日：平成15年 7月 1日

          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                                             250,000    250,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第    30号                  徴収開始年月日：平成15年 7月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      2,160          
          02:小窩裂溝填塞      1,080          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03,3052,7 こばやし歯科医院 〒841-0016 う蝕に罹患している患者の指導管理
鳥歯52 鳥栖市田代外町６５５番地１       （う蝕管理）第    31号                  徴収開始年月日：平成15年 7月 1日

          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,000          
          02:小窩裂溝填塞      2,500          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03,3059,2 うえまつ歯科 〒841-0005 金属床による総義歯の提供
鳥歯59 鳥栖市弥生が丘２丁目９番地       （金属総義歯）第    31号                徴収開始年月日：平成15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    

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



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

[佐賀県]

平成30年 6月 1日 歯科］ 平成30年 6月 1日     13

03,3063,4 ふたば歯科医院 〒841-0052 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
鳥歯63 鳥栖市宿町１４２９番地１       （前歯部金属）第     1号                徴収開始年月日：平成26年 4月 1日

          金属の種類   １歯当たりの価格
          01:金合金       75,600          
金属床による総義歯の提供
      （金属総義歯）第    76号                徴収開始年月日：平成21年 7月16日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          04:チタン                                             162,000    162,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第    77号                  徴収開始年月日：平成21年 4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          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03,3064,2 たにぐち歯科クリニッ〒841-0052 金属床による総義歯の提供
鳥歯64 ク 鳥栖市宿町１１３１番地２       （金属総義歯）第    61号                徴収開始年月日：平成18年10月19日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト           コバルトクロム                  220,500               

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03,3065,9 田中こども歯科医院 〒841-0052 う蝕に罹患している患者の指導管理
鳥歯65 鳥栖市宿町１４７０番地１３       （う蝕管理）第    78号                  徴収開始年月日：平成21年 7月17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          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03,3068,3 医療法人　くらのうえ〒841-0056 予約に基づく診察
鳥歯68 市丸歯科 鳥栖市蔵上二丁目１８７番地       （予約診察）第     5号                  徴収開始年月日：平成23年11月28日

          診療科      予約料     予約料     予約料     予約料     予約料
          51:歯        1,450                                              
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24年 1月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      5,500          
          02:小窩裂溝填塞      7,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03,3069,1 ｃｈｉｅ　ｄｅｎｔａ〒841-0005 う蝕に罹患している患者の指導管理
鳥歯69 ｌ　ｃｌｉｎｉｃ 鳥栖市弥生が丘６丁目３２６番地       （う蝕管理）第    79号                  徴収開始年月日：平成21年 7月 1日

          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所        520          

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



保険外併用療養費医療機関名簿

 医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 病床数

[　　　　　　　　 現在 作成         頁

報告内容医療機関番号

[佐賀県]

平成30年 6月 1日 歯科］ 平成30年 6月 1日     14

03,3072,5 ヒロデンタルクリニッ〒841-0005 金属床による総義歯の提供
鳥歯72 ク 鳥栖市弥生が丘６丁目９８番       （金属総義歯）第    77号                徴収開始年月日：平成21年 3月30日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           300,000               
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第    80号                  徴収開始年月日：平成21年 7月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03,3077,4 古賀歯科医院 〒841-0066 う蝕に罹患している患者の指導管理
鳥歯77 鳥栖市儀徳町２６７２番地１       （う蝕管理）第   131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        400          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03,3080,8 医療法人　なりとみ歯〒841-0004 金属床による総義歯の提供
鳥歯80 科 鳥栖市神辺町字河原３９７番地１       （金属総義歯）第   121号                徴収開始年月日：平成22年 6月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           291,600    291,600    
          04:チタン                                             432,000    432,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   126号                  徴収開始年月日：平成22年 6月 1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          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03,3082,4 アルファ歯科・矯正歯〒841-0032 金属床による総義歯の提供
鳥歯82 科クリニック 鳥栖市大正町６９７－３       （金属総義歯）第   114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                                           300,000    300,000    
          40:その他             ニッケルチタン                  400,000    400,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03,3084,0 はらこが歯科 〒841-0071 う蝕に罹患している患者の指導管理
鳥歯84 鳥栖市原古賀町三本松８６１       （う蝕管理）第   123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        700          
          02:小窩裂溝填塞      2,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04,3032,7 医療法人　そがデンタ〒846-0012 金属床による総義歯の提供
多歯32 ルクリニック 多久市東多久町大字別府５４１１       （金属総義歯）第    99号                徴収開始年月日：平成21年 7月 1日

番地           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

[佐賀県]

平成30年 6月 1日 歯科］ 平成30年 6月 1日     15

04,3035,0 たく歯科クリニック 〒846-0031 金属床による総義歯の提供
多歯35 多久市多久町１７６９番地１       （金属総義歯）第    79号                徴収開始年月日：平成21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    83号                  徴収開始年月日：平成21年 7月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04,3036,8 うめず歯科口腔外科医〒846-0002 う蝕に罹患している患者の指導管理
多歯36 院 多久市北多久町小侍７８４－１０       （う蝕管理）第   135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          
          02:小窩裂溝填塞        500          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04,3037,6 もろおか歯科医院 〒846-0002 う蝕に罹患している患者の指導管理
多歯37 多久市北多久町小侍１０３８番地       （う蝕管理）第   138号                  徴収開始年月日：平成25年 8月 1日

          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所        540          
          01:フッ化物局所      1,080          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05,3039,9 小野歯科医院 〒849-4256 金属床による総義歯の提供
伊歯39 伊万里市山代町久原２９１２番地       （金属総義歯）第   138号                徴収開始年月日：平成26年 4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    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第    33号                  徴収開始年月日：平成15年 7月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所        500          
          02:小窩裂溝填塞      1,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05,3049,8 岩﨑歯科医院 〒848-0046 金属床による総義歯の提供
伊歯49 伊万里市伊万里町乙１６９番地１       （金属総義歯）第   130号                徴収開始年月日：平成26年 7月24日

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05,3069,6 医療法人愛歯会　國谷〒849-4282 金属床による総義歯の提供
伊歯69 歯科医院 伊万里市東山代町里１０２８番地       （金属総義歯）第    35号                徴収開始年月日：平成15年 7月 1日

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

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



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
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報告内容医療機関番号

[佐賀県]

平成30年 6月 1日 歯科］ 平成30年 6月 1日     16

05,3080,3 医療法人　下田歯科医〒849-4252 金属床による総義歯の提供
伊歯80 院 伊万里市山代町楠久津１７７番地       （金属総義歯）第    82号                徴収開始年月日：平成21年 6月30日

７８           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          04:チタン                                             378,000    378,000    
          03:コバルト                                           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    34号                  徴収開始年月日：平成15年 7月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      2,160          
          02:小窩裂溝填塞      2,160          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05,3093,6 ヨシロー歯科クリニッ〒848-0027 金属床による総義歯の提供
伊歯93 ク 伊万里市立花町３４２７番地３       （金属総義歯）第    60号                徴収開始年月日：平成18年 5月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           194,450    194,450    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第    65号                  徴収開始年月日：平成18年 5月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所        500          
          02:小窩裂溝填塞        500          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05,3098,5 医療法人まつうら歯科〒848-0041 金属床による総義歯の提供
伊歯98 クリニック　伊万里 伊万里市新天町４６４番地５       （金属総義歯）第   129号                徴収開始年月日：平成25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    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05,3099,3 医療法人　高瀬歯科医〒848-0031 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
伊歯99 院 伊万里市二里町八谷搦７６番地１       （前歯部金属）第     7号                徴収開始年月日：平成29年 3月 9日

          金属の種類   １歯当たりの価格
          01:金合金       50,000          
          02:白金加金     20,000          
金属床による総義歯の提供
      （金属総義歯）第   143号                徴収開始年月日：平成26年 1月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          04:チタン                                             250,000    250,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   140号                  徴収開始年月日：平成26年 1月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,000          
          02:小窩裂溝填塞      1,000          

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



保険外併用療養費医療機関名簿

 医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 病床数
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報告内容医療機関番号

[佐賀県]

平成30年 6月 1日 歯科］ 平成30年 6月 1日     17

05,3100,9 麻生歯科医院 〒848-0041 金属床による総義歯の提供
伊歯100 伊万里市新天町６３３番地       （金属総義歯）第   142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
          03:コバルト                                           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   139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          
          02:小窩裂溝填塞      1,500          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06,3026,4 諸隈歯科医院 〒843-0022 う蝕に罹患している患者の指導管理
武歯26 武雄市武雄町大字武雄７２５６番       （う蝕管理）第    86号                  徴収開始年月日：平成21年 4月 1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      1,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06,3030,6 寺尾歯科医院 〒843-0023 金属床による総義歯の提供
武歯30 武雄市武雄町大字昭和２３番地５       （金属総義歯）第    83号                徴収開始年月日：平成21年 4月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          01:白金                                               600,000    650,000    
          02:金                                                 500,000    550,000    
          03:コバルト                                           200,000    250,000    
          04:チタン                                             300,000    350,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第    87号                  徴収開始年月日：平成21年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      2,000          
          02:小窩裂溝填塞      1,500          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06,3039,7 医療法人　福山歯科医〒843-0023 金属床による総義歯の提供
武歯39 院 武雄市武雄町大字昭和７３６番地       （金属総義歯）第    37号                徴収開始年月日：平成15年 7月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          02:金                                                            150,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第    36号                  徴収開始年月日：平成15年 7月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,080          
          02:小窩裂溝填塞      1,620          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06,3048,8 山口亨歯科医院 〒843-0021 金属床による総義歯の提供
武歯48 武雄市武雄町大字永島１５３４８       （金属総義歯）第    38号                徴収開始年月日：平成15年 7月 1日

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

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



保険外併用療養費医療機関名簿

 医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 病床数

[　　　　　　　　 現在 作成         頁
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平成30年 6月 1日 歯科］ 平成30年 6月 1日     18

06,3050,4 のだ歯科医院 〒843-0022 う蝕に罹患している患者の指導管理
武歯50 武雄市武雄町大字武雄５９６７番       （う蝕管理）第    37号                  徴収開始年月日：平成15年 7月 1日

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06,3062,9 マスダ小児矯正歯科医〒843-0024 う蝕に罹患している患者の指導管理
武歯62 院 武雄市武雄町大字富岡８３００番       （う蝕管理）第    88号                  徴収開始年月日：平成21年 4月 1日

地           継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,050          
          02:小窩裂溝填塞      1,050          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06,3064,5 光武歯科医院 〒843-0022 金属床による総義歯の提供
武歯64 武雄市武雄町大字武雄４０５６番       （金属総義歯）第    84号                徴収開始年月日：平成21年 7月 1日

地１           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    89号                  徴収開始年月日：平成21年 7月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      2,000          
          02:小窩裂溝填塞      2,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06,3067,8 新武雄あおぞら歯科ク〒843-0024 金属床による総義歯の提供
武歯67 リニック 武雄市武雄町大字富岡字五反田１       （金属総義歯）第   123号                徴収開始年月日：平成24年 7月 1日

２６２４番３           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    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07,3034,6 けんこう歯科医院 〒849-1321 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
鹿歯34 鹿島市古枝甲３３６番地１       （前歯部金属）第     4号                徴収開始年月日：平成26年 8月 1日

          金属の種類   １歯当たりの価格
          02:白金加金     64,800          
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第    90号                  徴収開始年月日：平成21年 7月 1日
          継続管理種類  　      価格
          02:小窩裂溝填塞      3,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07,3046,0 とがし歯科医院 〒849-1312 金属床による総義歯の提供
鹿歯46 鹿島市大字納富分２９１９番地９       （金属総義歯）第   100号                徴収開始年月日：平成21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    

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



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

[佐賀県]

平成30年 6月 1日 歯科］ 平成30年 6月 1日     19

07,3051,0 ひだまり歯科医院 〒849-1312 金属床による総義歯の提供
鹿歯51 鹿島市大字納富分９９０番地３       （金属総義歯）第   126号                徴収開始年月日：平成25年 4月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           120,000    120,000    
          04:チタン                                             220,000    220,000    
          01:白金                                               360,000    360,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07,3055,1 医療法人月歯　西川歯〒849-1312 う蝕に罹患している患者の指導管理
鹿歯55 科医院 鹿島市納富分２０４２番地３       （う蝕管理）第   146号                  徴収開始年月日：平成26年 1月 1日

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10,3049,8 やまぐち歯科医院 〒840-0202 金属床による総義歯の提供
賀歯49 佐賀市大和町大字久池井９３１番       （金属総義歯）第    39号                徴収開始年月日：平成15年 7月 1日

地８           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          04:チタン                                             200,000    200,000    
          03:コバルト                                           100,000    100,000    
          01:白金                                               150,000    150,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10,3053,0 緒方歯科医院 〒840-2204 金属床による総義歯の提供
賀歯53 佐賀市川副町大字西古賀２４７番       （金属総義歯）第   152号                徴収開始年月日：平成28年 6月20日

地１０           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    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10,3054,8 志波歯科医院 〒840-2221 金属床による総義歯の提供
賀歯54 佐賀市東与賀町大字下古賀１０７       （金属総義歯）第     4号                徴収開始年月日：平成14年10月 3日

０番地９           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           150,000    150,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10,3057,1 医療法人祥和会　はっ〒840-0201 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
賀歯57 とり歯科医院 佐賀市大和町大字尼寺２９００番       （前歯部金属）第     6号                徴収開始年月日：平成28年 7月26日

地１           金属の種類   １歯当たりの価格
          01:金合金       80,000          
          02:白金加金    100,000          
金属床による総義歯の提供
      （金属総義歯）第    40号                徴収開始年月日：平成15年 7月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          01:白金                                               350,000    350,000    
          02:金                                                 300,000    300,000    
          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    40号                  徴収開始年月日：平成15年 7月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,000          
          02:小窩裂溝填塞      1,000          



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

[佐賀県]

平成30年 6月 1日 歯科］ 平成30年 6月 1日     20

10,3065,4 諸富歯科医院 〒840-2104 金属床による総義歯の提供
賀歯65 佐賀市諸富町大字徳富１８５７番       （金属総義歯）第   101号                徴収開始年月日：平成21年 7月 1日

地３           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          04:チタン                                             220,000               

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10,3066,2 富士歯科医院 〒840-0514 金属床による総義歯の提供
賀歯66 佐賀市富士町大字内野１２７番地       （金属総義歯）第    41号                徴収開始年月日：平成15年 7月 1日

１           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          01:白金                                               400,000    400,000    
          02:金                                                 400,000    400,000    
          03:コバルト                                           150,000    150,000    
          04:チタン                                             500,000    500,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第    41号                  徴収開始年月日：平成15年 7月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所        324          
          02:小窩裂溝填塞      1,080          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10,3068,8 西村歯科医院 〒840-2105 金属床による総義歯の提供
賀歯68 佐賀市諸富町大字諸富津１０４番       （金属総義歯）第   140号                徴収開始年月日：平成26年 4月 1日

地１           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           162,000    162,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10,3071,2 にしだ歯科医院 〒840-2223 う蝕に罹患している患者の指導管理
賀歯71 佐賀市東与賀町大字飯盛２１１番       （う蝕管理）第    91号                  徴収開始年月日：平成21年 7月24日

地２２           継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所        300          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10,3108,2 よしだ歯科クリニック〒849-0201 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
賀歯108 佐賀市久保田町大字徳万２１００       （前歯部金属）第     2号                徴収開始年月日：平成26年 4月 1日

番地１６           金属の種類   １歯当たりの価格
          01:金合金       80,000          
金属床による総義歯の提供
      （金属総義歯）第   102号                徴収開始年月日：平成21年 7月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           210,000    210,000    
          04:チタン                                             300,000    300,000    
          02:金                                                 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   121号                  徴収開始年月日：平成18年 3月 3日
          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

 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

[佐賀県]

平成30年 6月 1日 歯科］ 平成30年 6月 1日     21

11,3038,9 古賀歯科医院 〒842-0002 金属床による総義歯の提供
神歯38 神埼市神埼町田道ケ里２２６８番       （金属総義歯）第    43号                徴収開始年月日：平成15年 7月 1日

地８           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           180,000               
          04:チタン                                             260,000               

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11,3045,4 医療法人デンタルアソ〒842-0031 金属床による総義歯の提供
神歯45 シエイツ　タナカ歯科神埼郡吉野ヶ里町吉田８３９番地       （金属総義歯）第    85号                徴収開始年月日：平成21年 7月 1日

・こども歯科 ２           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           200,000    200,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11,3050,4 なかはら歯科医院 〒842-0122 う蝕に罹患している患者の指導管理
神歯50 神埼市神埼町城原１２５６番地１       （う蝕管理）第    43号                  徴収開始年月日：平成15年 7月 1日

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11,3057,9 楠川歯科診療所 〒842-0031 金属床による総義歯の提供
神歯57 神埼郡吉野ヶ里町吉田３３９番地       （金属総義歯）第   107号                徴収開始年月日：平成22年 4月 1日

１１           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          04:チタン                                             216,000    216,000    
          03:コバルト                                           162,000    162,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   107号                  徴収開始年月日：平成22年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,500          
          02:小窩裂溝填塞      1,500          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11,3062,9 目達原歯科医院 〒842-0031 金属床による総義歯の提供
神歯62 神埼郡吉野ヶ里町吉田２９８９番       （金属総義歯）第   159号                徴収開始年月日：平成30年 1月 1日

地３           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          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   153号                  徴収開始年月日：平成30年 1月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所        324          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,3022,1 のきた歯科医院 〒841-0204 金属床による総義歯の提供
三歯22 三養基郡基山町大字宮浦４８７番       （金属総義歯）第    44号                徴収開始年月日：平成15年 7月 1日

地１０           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           172,800    172,800    
          04:チタン                                             270,000    270,000    

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



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
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[佐賀県]

平成30年 6月 1日 歯科］ 平成30年 6月 1日     22

12,3032,0 石山歯科診療所 〒849-0111 金属床による総義歯の提供
三歯32 三養基郡みやき町大字白壁３５１       （金属総義歯）第    46号                徴収開始年月日：平成15年 7月 1日

６番地６           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           162,000    162,000    
          04:チタン                                             216,000    216,000    
          01:白金                                               324,000    324,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,3038,7 佐々木歯科医院 〒840-1106 う蝕に罹患している患者の指導管理
三歯38 三養基郡みやき町大字市武１４３       （う蝕管理）第    44号                  徴収開始年月日：平成15年 7月 1日

２番地５           継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,3040,3 古賀歯科医院 〒841-0201 金属床による総義歯の提供
三歯40 三養基郡基山町大字小倉３９５番       （金属総義歯）第   104号                徴収開始年月日：平成21年 7月 1日

地７           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           200,000    150,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第    45号                  徴収開始年月日：平成15年 7月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,500          
          02:小窩裂溝填塞      1,200          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,3043,7 古賀歯科医院 〒849-0124 金属床による総義歯の提供
三歯43 三養基郡上峰町大字堤１８８１番       （金属総義歯）第    87号                徴収開始年月日：平成21年 7月 1日

地           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
                                ニッケル                        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    93号                  徴収開始年月日：平成21年 7月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      3,000          
          02:小窩裂溝填塞      3,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,3047,8 金子歯科 〒849-0123 金属床による総義歯の提供
三歯47 三養基郡上峰町大字坊所１５７０       （金属総義歯）第     1号                徴収開始年月日：平成13年11月 5日

番地１７６           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           138,000    138,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,3059,3 医療法人　立山　立山〒841-0201 う蝕に罹患している患者の指導管理
三歯59 歯科医院 三養基郡基山町小倉１６５７番地       （う蝕管理）第    94号                  徴収開始年月日：平成21年 7月 1日

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,3061,9 かねもと歯科クリニッ〒849-0123 う蝕に罹患している患者の指導管理
三歯61 ク 三養基郡上峰町大字坊所２２５６       （う蝕管理）第   141号                  徴収開始年月日：平成24年 4月 1日

番地４           継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,080          



保険外併用療養費医療機関名簿

 医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 病床数

[　　　　　　　　 現在 作成         頁

報告内容医療機関番号

[佐賀県]

平成30年 6月 1日 歯科］ 平成30年 6月 1日     23

12,3065,0 山﨑歯科医院 〒849-0123 う蝕に罹患している患者の指導管理
三歯65 三養基郡上峰町坊所３０２８－１       （う蝕管理）第   112号                  徴収開始年月日：平成25年 3月25日

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,3066,8 よねみつ歯科クリニッ〒849-0111 金属床による総義歯の提供
三歯66 ク 三養基郡みやき町白壁平林２１７       （金属総義歯）第   116号                徴収開始年月日：平成25年 7月10日

８番地           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           162,000    162,000    
          03:コバルト           インプラント上                  216,000    216,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   127号                  徴収開始年月日：平成24年 8月17日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所        540          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,3067,6 しだ歯科クリニック 〒849-0112 金属床による総義歯の提供
三歯67 三養基郡みやき町江口２９４１－       （金属総義歯）第   154号                徴収開始年月日：平成28年 7月22日

５           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   148号                  徴収開始年月日：平成28年 7月22日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,080          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,3068,4 秀島歯科医院 〒840-1101 金属床による総義歯の提供
三歯68 三養基郡みやき町西島１４８４番       （金属総義歯）第   144号                徴収開始年月日：平成26年 1月 1日

地１号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           120,000    120,000    
          04:チタン                                             200,000    200,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13,3037,7 さくら歯科 〒845-0001 金属床による総義歯の提供
小歯37 小城市小城町２０９番地６       （金属総義歯）第   120号                徴収開始年月日：平成25年 2月22日

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13,3041,9 ウッディデンタルクリ〒849-0302 金属床による総義歯の提供
小歯41 ニック 小城市牛津町柿樋瀬７７６番地３       （金属総義歯）第    90号                徴収開始年月日：平成21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    
          02:金                                                 450,000    450,000    
          01:白金                                               500,000    500,000    
          04:チタン                                             600,000    600,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第    97号                  徴収開始年月日：平成21年 7月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      2,100          
          02:小窩裂溝填塞      2,100          



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     24

13,3044,3 藤田歯科医院 〒845-0002 金属床による総義歯の提供
小歯44 小城市小城町畑田２６０２番地２       （金属総義歯）第    49号                徴収開始年月日：平成15年 7月 1日

２           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          04:チタン                                             200,000               
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第    48号                  徴収開始年月日：平成15年 7月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13,3046,8 みかづき歯科医院 〒845-0033 金属床による総義歯の提供
小歯46 小城市三日月町樋口９６１番地１       （金属総義歯）第    91号                徴収開始年月日：平成21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    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第    98号                  徴収開始年月日：平成21年 7月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,500          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13,3049,2 はらだ歯科医院 〒845-0021 金属床による総義歯の提供
小歯49 小城市三日月町長神田１０５５番       （金属総義歯）第    50号                徴収開始年月日：平成15年 7月 1日

地１           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           180,000    180,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第    49号                  徴収開始年月日：平成15年 7月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,080          
          02:小窩裂溝填塞      2,160          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13,3064,1 副島歯科医院 〒849-0314 金属床による総義歯の提供
小歯64 小城市芦刈町三王崎３２６番地８       （金属総義歯）第   160号                徴収開始年月日：平成30年 3月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          01:白金                                               315,000    315,000    
          04:チタン                                             262,500    262,500    
          03:コバルト                                           178,500    178,500    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   154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      2,000          
          02:小窩裂溝填塞      2,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14,3059,9 医療法人社団恵真会　〒849-3113 う蝕に罹患している患者の指導管理
東歯59 下平歯科医院厳木診療唐津市厳木町牧瀬７６番地１       （う蝕管理）第    96号                  徴収開始年月日：平成21年 8月24日

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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14,3071,4 松尾歯科医院 〒849-5131 う蝕に罹患している患者の指導管理
東歯71 唐津市浜玉町浜崎１８８５番地       （う蝕管理）第    52号                  徴収開始年月日：平成15年 7月 1日

          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,000          
          02:小窩裂溝填塞      2,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14,3083,9 医療法人　安稜会　は〒847-1201 う蝕に罹患している患者の指導管理
東歯83 らだ歯科医院 唐津市北波多徳須恵１２７８番地       （う蝕管理）第    54号                  徴収開始年月日：平成21年 7月 1日

１           継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,080          
          02:小窩裂溝填塞      1,575          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14,3084,7 落合歯科医院 〒849-5103 金属床による総義歯の提供
東歯84 唐津市浜玉町大江５２番地１       （金属総義歯）第   105号                徴収開始年月日：平成21年 7月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          02:金                                                 250,000               
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第    55号                  徴収開始年月日：平成15年 7月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所        540          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15,3032,3 古賀歯科医院 〒844-0027 う蝕に罹患している患者の指導管理
西歯32 西松浦郡有田町南原丁１９６番地       （う蝕管理）第    56号                  徴収開始年月日：平成15年 7月 1日

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15,3037,2 むかい歯科医院 〒844-0018 う蝕に罹患している患者の指導管理
西歯37 西松浦郡有田町本町丙１４９８番       （う蝕管理）第    57号                  徴収開始年月日：平成15年 7月 1日

地４           継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      2,000          
          02:小窩裂溝填塞      1,250          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15,3038,0 坪井歯科医院 〒844-0008 金属床による総義歯の提供
西歯38 西松浦郡有田町稗古場２丁目８番       （金属総義歯）第    52号                徴収開始年月日：平成15年 7月 1日

２３号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          04:チタン                                             180,000    180,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第    58号                  徴収開始年月日：平成15年 7月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      2,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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16,3074,3 医療法人聖生会　久野〒849-1203 金属床による総義歯の提供
杵歯74 歯科クリニック 杵島郡白石町大字戸ケ里２４２６       （金属総義歯）第    54号                徴収開始年月日：平成15年 7月 1日

番地１           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          04:チタン                                             300,000               
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第    60号                  徴収開始年月日：平成15年 7月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16,3078,4 はらだ歯科医院 〒849-0501 う蝕に罹患している患者の指導管理
杵歯78 杵島郡江北町大字山口３０６１番       （う蝕管理）第   122号                  徴収開始年月日：平成25年 4月 1日

地４           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          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16,3079,2 犬塚歯科医院 〒849-1203 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
杵歯79 杵島郡白石町大字戸ケ里２８６３       （前歯部金属）第     3号                徴収開始年月日：平成26年 4月 1日

番地           金属の種類   １歯当たりの価格
          01:金合金       70,000          
金属床による総義歯の提供
      （金属総義歯）第   106号                徴収開始年月日：平成21年 7月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          04:チタン                                             200,000               
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   147号                  徴収開始年月日：平成27年 9月10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      2,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16,3081,8 医療法人　小川内歯科〒849-2102 金属床による総義歯の提供
杵歯81 杵島郡大町町大字福母２９５番地       （金属総義歯）第    55号                徴収開始年月日：平成15年 7月 1日

６           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           216,000    216,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16,3090,9 京子歯科クリニック 〒849-1112 う蝕に罹患している患者の指導管理
杵歯90 杵島郡白石町大字福田２２６３番       （う蝕管理）第   125号                  徴収開始年月日：平成25年 4月 1日

地１６号           継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所        500          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16,3092,5 ナチュラルデンタルク〒849-0502 う蝕に罹患している患者の指導管理
杵歯92 リニック 杵島郡江北町大字佐留志２０３２       （う蝕管理）第   130号                  徴収開始年月日：平成23年 9月 5日

－２           継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所        540          
          02:小窩裂溝填塞      1,080          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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16,3093,3 まつお歯科医院 〒849-0402 う蝕に罹患している患者の指導管理
杵歯93 杵島郡白石町福富下分２８２７番       （う蝕管理）第   120号                  徴収開始年月日：平成25年 7月 1日

地３７           継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所        324          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16,3094,1 なかお歯科クリニック〒849-2102 う蝕に罹患している患者の指導管理
杵歯94 杵島郡大町町福母１５４６       （う蝕管理）第   142号                  徴収開始年月日：平成26年 3月 6日

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16,3095,8 小栁歯科医院 〒849-0503 金属床による総義歯の提供
杵歯95 杵島郡江北町惣領分１８９８番地       （金属総義歯）第   146号                徴収開始年月日：平成26年 8月17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    
          02:金                                                 500,000    500,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   144号                  徴収開始年月日：平成26年 8月17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      2,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16,3096,6 ホワイトパール歯科医〒849-0501 う蝕に罹患している患者の指導管理
杵歯96 院 杵島郡江北町大字山口字三本松三       （う蝕管理）第   151号                  徴収開始年月日：平成27年 9月 1日

１３５５番６           継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所        540          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17,3015,4 宮﨑歯科医院 〒843-0305 う蝕に罹患している患者の指導管理
藤歯15 嬉野市嬉野町大字不動山甲１３番       （う蝕管理）第   149号                  徴収開始年月日：平成28年 3月 1日

地３           継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17,3032,9 医療法人　良歯会　あ〒843-0301 金属床による総義歯の提供
藤歯32 らい歯科医院 嬉野市嬉野町大字下宿甲１７８１       （金属総義歯）第   125号                徴収開始年月日：平成 9年 5月 1日

番地１           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           100,000    100,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17,3033,7 医療法人　良歯会　よ〒843-0303 金属床による総義歯の提供
藤歯33 しだ歯科医院 嬉野市嬉野町大字吉田丁４５３５       （金属総義歯）第   147号                徴収開始年月日：平成 9年11月 1日

番地２           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           100,000    100,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20,3001,8 しばた歯科医院 〒842-0107 う蝕に罹患している患者の指導管理
埼歯1 神埼市神埼町鶴９３１番地１       （う蝕管理）第   104号                  徴収開始年月日：平成21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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20,3004,2 迎島歯科医院 〒842-0063 金属床による総義歯の提供
埼歯4 神埼市千代田町迎島５５２－２５       （金属総義歯）第   151号                徴収開始年月日：平成28年 5月25日

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

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


