
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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日      1

01,1709,3 日本大学歯学部付属歯〒101-0062     24入院医療に係る特別の療養環境の提供
科病院 千代田区神田駿河台一丁目８番地       （入療養提供）第  3173号                徴収開始年月日：平成26年 4月 1日

１３           区分　　　　             病床数   徴収金額
          01:個室                       1     27,000        
          01:個室                       1     19,440        
          01:個室                       2     16,200        
          02:２人室                     6      8,640        
          全許可病床数       10床  費用徴収病床数       10床  割合100.0％
金属床による総義歯の提供
      （金属総義歯）第  9832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                                               540,000    540,000    
          04:チタン                                             324,000    324,000    
          03:コバルト                                           237,600    237,600    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  3476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      1,750          
          02:小窩裂溝填塞      1,750          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,4237,2 医療法人社団　輔珊会〒100-0005 金属床による総義歯の提供

　新東京ビル歯科クリ千代田区丸の内三丁目３番１号　       （金属総義歯）第    14号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
ニック 新東京ビル３階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,4299,2 髙橋歯科医院 〒100-0006 金属床による総義歯の提供

千代田区有楽町一丁目１２番１号       （金属総義歯）第    27号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 8日
　新有楽町ビル地下１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          01:白金                                               651,000               
                                パラジウム                      504,000    504,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,4344,6 和久井歯科医院 〒102-0082 金属床による総義歯の提供

千代田区一番町１９番地　麹町サ       （金属総義歯）第    37号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
ニーマンション内           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,4374,3 医療法人社団　済民会〒102-0083 金属床による総義歯の提供

　西脇ビル歯科医院 千代田区麹町四丁目１番地４       （金属総義歯）第    49号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,4412,1 国光歯科医院 〒102-0074 金属床による総義歯の提供

千代田区九段南三丁目５番２号　       （金属総義歯）第    60号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
宝タワービル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           240,000    240,000    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,4437,8 佐藤歯科医院 〒102-0085 金属床による総義歯の提供

千代田区六番町７番地２０       （金属総義歯）第    66号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日      2

01,4452,7 大塚歯科医院 〒101-0033 金属床による総義歯の提供
千代田区神田岩本町１番地　坂田       （金属総義歯）第    75号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,4456,8 ノグチ歯科医院 〒101-0051 金属床による総義歯の提供

千代田区神田神保町１丁目４１番       （金属総義歯）第    77号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
地１　三省堂第二ビル３階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           283,500               
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1228号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,4468,3 柴山歯科診療所 〒102-0072 金属床による総義歯の提供

千代田区飯田橋四丁目７番１１号       （金属総義歯）第    81号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
　カクタス飯田橋ビル           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,4482,4 末森歯科医院 〒101-0032 金属床による総義歯の提供

千代田区岩本町二丁目８番１０号       （金属総義歯）第    86号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
　神田永谷マンション４０１           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,4491,5 吉井歯科医院 〒101-0021 金属床による総義歯の提供

千代田区外神田三丁目１０番１２       （金属総義歯）第    87号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,4505,2 ワタトウ歯科 〒101-0032 金属床による総義歯の提供

千代田区岩本町一丁目２番１３号       （金属総義歯）第    89号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
　渡東ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,4514,4 出光歯科医院 〒101-0024 金属床による総義歯の提供

千代田区神田和泉町１番地１　本       （金属総義歯）第    92号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
間屋ビル３階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           300,000    300,000    
          04:チタン                                             600,000    600,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,4533,4 医療法人社団　親光会〒100-0003 金属床による総義歯の提供

　パレスサイドビル歯千代田区一ツ橋一丁目１番１号　       （金属総義歯）第  9450号                徴収開始年月日：平成21年12月 8日
科 パレスサイドビル地下１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           367,500    367,500    
          01:白金                                               840,000    840,000    
          04:チタン                                             472,500    472,500    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   202号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,4536,7 一ツ橋歯科クリニック〒101-0054 金属床による総義歯の提供

千代田区神田錦町三丁目７番地２       （金属総義歯）第   103号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
　藤田ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日      3

01,4552,4 船曳歯科医院 〒101-0063 金属床による総義歯の提供
千代田区神田淡路町二丁目４番地       （金属総義歯）第   108号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
　ユニオンビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,4565,6 歯科松江医院 〒102-0072 金属床による総義歯の提供

千代田区飯田橋四丁目５番１３号       （金属総義歯）第   117号                徴収開始年月日：平成 6年 7月 1日
　杉山ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,4574,8 神田司町歯科医院 〒101-0048 金属床による総義歯の提供

千代田区神田司町二丁目２番地５       （金属総義歯）第   120号                徴収開始年月日：平成 6年 7月 1日
　ＴアンドＨビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,4594,6 臼田歯科医院 〒101-0052 金属床による総義歯の提供

千代田区神田小川町三丁目２番地       （金属総義歯）第   123号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
　サニービル３階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,4600,1 半蔵門歯科医院 〒102-0083 金属床による総義歯の提供

千代田区麹町一丁目１０番地　麹       （金属総義歯）第   124号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
町広洋ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,4613,4 小林歯科 〒100-0011 金属床による総義歯の提供

千代田区内幸町一丁目１番７号　       （金属総義歯）第   132号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
ＮＢＦ日比谷ビルアネックス２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,4620,9 有楽町電気ビル高橋歯〒100-0006 金属床による総義歯の提供

科 千代田区有楽町一丁目７番１号　       （金属総義歯）第   134号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
有楽町電気ビルＢ１           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,4625,8 久保村歯科医院 〒101-0021 金属床による総義歯の提供

千代田区外神田二丁目２番３号       （金属総義歯）第   138号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,4629,0 福山歯科医院 〒101-0021 金属床による総義歯の提供

千代田区外神田一丁目１５番１５       （金属総義歯）第   139号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
号　福山会館ビル３階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,4632,4 小泉歯科 〒101-0064 金属床による総義歯の提供

千代田区猿楽町一丁目２番４号　       （金属総義歯）第   140号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
富田ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           250,000               
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,4634,0 市ヶ谷歯科クリニック〒102-0074 金属床による総義歯の提供

千代田区九段南四丁目８番２７号       （金属総義歯）第   142号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
　重盛ビル３階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日      4

01,4635,7 小林歯科クリニック 〒102-0081 金属床による総義歯の提供
千代田区四番町８番地　東郷パー       （金属総義歯）第   143号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
クビル５階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

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 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,4646,4 田辺歯科クリニック 〒101-0061 金属床による総義歯の提供

千代田区三崎町二丁目２１番１０       （金属総義歯）第   149号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
号　渡辺ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1211号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,4656,3 清遠歯科医院 〒102-0093 金属床による総義歯の提供

千代田区平河町一丁目２番１２号       （金属総義歯）第   153号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
　シェーン平河町ビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

                                タイコニウム                    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   206号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,4659,7 原田歯科クリニック 〒101-0024 金属床による総義歯の提供

千代田区神田和泉町１番地１－１       （金属総義歯）第   156号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
３           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,4668,8 武内歯科医院 〒101-0052 金属床による総義歯の提供

千代田区神田小川町三丁目１番地       （金属総義歯）第   159号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
２           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,4674,6 橋本歯科医院 〒101-0032 金属床による総義歯の提供

千代田区岩本町一丁目９番１号　       （金属総義歯）第   160号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
アイアンビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,4694,4 黒岩歯科 〒101-0051 金属床による総義歯の提供

千代田区神田神保町二丁目２４番       （金属総義歯）第   166号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
地　神保町ＫＮビル３階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           250,000               
          04:チタン                                             350,000               
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1722号                  徴収開始年月日：平成 9年12月 8日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,4700,9 九段北歯科 〒102-0073 金属床による総義歯の提供

千代田区九段北四丁目１番５号　       （金属総義歯）第   170号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
市ヶ谷法曹ビル地下１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日      5

01,4701,7 今村歯科医院 〒101-0051 金属床による総義歯の提供
千代田区神田神保町二丁目３８番       （金属総義歯）第   171号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
地　岩田ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,4705,8 内山歯科医院 〒101-0041 金属床による総義歯の提供

千代田区神田須田町一丁目２６番       （金属総義歯）第   173号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
　ラシーヌ神田ビル３階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,4718,1 飯田橋歯科クリニック〒102-0072 金属床による総義歯の提供

千代田区飯田橋四丁目５番１６号       （金属総義歯）第   177号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
　飯田橋コアビル３階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,4720,7 ナルセ歯科 〒102-0074 う蝕に罹患している患者の指導管理

千代田区九段南四丁目７番５号　       （う蝕管理）第    94号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
パーク．ノヴァ九段１０１号           継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,4721,5 山王グランドビル歯科〒100-0014 金属床による総義歯の提供

千代田区永田町二丁目１４番２号       （金属総義歯）第   178号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
　山王グランドビル地下１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   615号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,4738,9 大野歯科医院 〒102-0074 金属床による総義歯の提供

千代田区九段南四丁目７番１６号       （金属総義歯）第   186号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
　市ヶ谷ＫＴビルⅡ　２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,4749,6 特許庁ビル塙阪歯科室〒100-0013 金属床による総義歯の提供

千代田区霞が関三丁目４番３号　       （金属総義歯）第   191号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
特許庁ビル５階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,4755,3 医療法人社団　陽成会〒101-0047 金属床による総義歯の提供

　千代田歯科クリニッ千代田区内神田三丁目２１番６号       （金属総義歯）第   195号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
ク 　村越ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          04:チタン                                             250,000    250,000    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,4758,7 医療法人社団　霞会　〒101-0062 金属床による総義歯の提供

波岡歯科 千代田区神田駿河台三丁目３番地       （金属総義歯）第   197号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
５　小林ビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,4759,5 ふるや歯科医院 〒102-0072 金属床による総義歯の提供

千代田区飯田橋二丁目６番３号　       （金属総義歯）第   212号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
プライム飯田橋２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1579号                  徴収開始年月日：平成 9年 6月30日
          継続管理種類  　      価格



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日      6

01,4761,1 井上歯科医院 〒102-0071 金属床による総義歯の提供
千代田区富士見一丁目３番１２号       （金属総義歯）第   213号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           350,000    350,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,4762,9 島田歯科医院 〒101-0047 金属床による総義歯の提供

千代田区内神田三丁目１９番１０       （金属総義歯）第   199号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
号　ソシアルビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,4763,7 伊藤デンタルクリニッ〒101-0047 金属床による総義歯の提供

ク 千代田区内神田二丁目１１番４号       （金属総義歯）第   200号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
　内神田金子ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   708号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,4764,5 医療法人社団　相川歯〒101-0041 金属床による総義歯の提供

科医院 千代田区神田須田町一丁目１０番       （金属総義歯）第   201号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
地１　ＹＳ須田町ビル７階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           262,500    262,500    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1235号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,4770,2 九段セントラルビル歯〒102-0072 金属床による総義歯の提供

科 千代田区飯田橋二丁目１番４号　       （金属総義歯）第   205号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
九段セントラルビル９０３・９０           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
４号 う蝕に罹患している患者の指導管理

      （う蝕管理）第  1490号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,4773,6 神田歯科医院 〒101-0044 金属床による総義歯の提供

千代田区鍛冶町二丁目２番９号　       （金属総義歯）第   214号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
第２登栄ビル３階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   108号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,4775,1 佐々木歯科医院 〒102-0083 金属床による総義歯の提供

千代田区麹町四丁目４番地６　麹       （金属総義歯）第   207号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
町４丁目小倉ビル７階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1693号                  徴収開始年月日：平成 9年12月 1日
          継続管理種類  　      価格

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日      7

01,4780,1 医療法人社団　ニコラ〒101-0062 金属床による総義歯の提供
イ会　杏雲ビル歯科 千代田区神田駿河台二丁目２番地       （金属総義歯）第   215号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日

　御茶ノ水杏雲ビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          01:白金                                               700,000               

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,4793,4 医療法人社団　小柳歯〒101-0027 金属床による総義歯の提供

科医院 千代田区神田平河町４番地　渡辺       （金属総義歯）第   211号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
ビル４階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           350,000    300,000    
          04:チタン                                             500,000               
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   647号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,4798,3 加賀山歯科医院 〒101-0042 金属床による総義歯の提供

千代田区神田東松下町１８番地　       （金属総義歯）第   223号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
高正ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,4802,3 医療法人社団　雄亮会〒101-0052 金属床による総義歯の提供

　保富歯科医院 千代田区神田小川町三丁目１番地       （金属総義歯）第  9925号                徴収開始年月日：平成27年 4月 3日
　須田ビル４階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          04:チタン                                             450,000               
          01:白金                                               750,000    700,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   925号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,4803,1 愛知歯科医院 〒102-0075 金属床による総義歯の提供

千代田区三番町６番地２６　住友       （金属総義歯）第   226号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
不動産三番町ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,4809,8 小要歯科医院 〒101-0031 金属床による総義歯の提供

千代田区東神田一丁目５番８号       （金属総義歯）第   230号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,4817,1 医療法人社団　偏仁会〒102-0076 金属床による総義歯の提供

　福島歯科医院 千代田区五番町１０番地２　五番       （金属総義歯）第  9300号                徴収開始年月日：平成20年 7月31日
町センタービル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          04:チタン                                             546,000    546,000    
          01:白金                                               514,500    514,500    
          03:コバルト                                           304,500    304,500    

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日      8

01,4819,7 掛田歯科医院 〒102-0073 金属床による総義歯の提供
千代田区九段北一丁目４番５号　       （金属総義歯）第   237号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
東英九段ビル４階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   819号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,4832,0 加島歯科医院 〒102-0072 金属床による総義歯の提供

千代田区飯田橋二丁目４番１０号       （金属総義歯）第   243号                徴収開始年月日：平成 7年 5月 1日
　加島ビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,4833,8 安井歯科医院 〒101-0062 う蝕に罹患している患者の指導管理

千代田区神田駿河台二丁目２番地       （う蝕管理）第   571号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
５　井口ビル３階           継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,4837,9 かい歯科医院 〒101-0061 う蝕に罹患している患者の指導管理

千代田区三崎町三丁目４番２号　       （う蝕管理）第  1307号                  徴収開始年月日：平成 9年 5月 1日
Ｊ・ＳＱＵＡＲＥ水道橋ビル           継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,4841,1 上條歯科医院 〒102-0083 金属床による総義歯の提供

千代田区麹町三丁目４番７号　啓       （金属総義歯）第   246号                徴収開始年月日：平成 7年 6月 1日
ビル８階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,4850,2 福田歯科クリニック 〒101-0041 金属床による総義歯の提供

千代田区神田須田町二丁目７番地       （金属総義歯）第   249号                徴収開始年月日：平成 7年11月 1日
７　福信ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,4877,5 医療法人社団　清歯会〒102-0073 金属床による総義歯の提供

　山田清歯科医院 千代田区九段北一丁目１２番４号       （金属総義歯）第  6418号                徴収開始年月日：平成 8年10月 1日
　徳海屋ビル１階           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   200号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,4878,3 松本歯科クリニック 〒101-0044 金属床による総義歯の提供

千代田区鍛冶町二丁目９番１７号       （金属総義歯）第  6464号                徴収開始年月日：平成 8年11月 1日
　柴崎ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,4880,9 井上歯科医院 〒100-0005 金属床による総義歯の提供

千代田区丸の内三丁目４番２号　       （金属総義歯）第  6465号                徴収開始年月日：平成 8年10月 1日
新日石ビル９階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,4889,0 酒匂歯科 〒101-0047 金属床による総義歯の提供

千代田区内神田三丁目４番１３号       （金属総義歯）第  6638号                徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
　ＯＫ内神田ビル３階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日      9

01,4891,6 神保町デンタルクリニ〒101-0051 金属床による総義歯の提供
ック 千代田区神田神保町二丁目２番地       （金属総義歯）第  6639号                徴収開始年月日：平成 9年 5月 1日

　神田ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1456号                  徴収開始年月日：平成 9年 5月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,4896,5 平河町デンタルクリニ〒102-0093 金属床による総義歯の提供

ック 千代田区平河町一丁目４番５号　       （金属総義歯）第  6762号                徴収開始年月日：平成 9年 8月 1日
平和第１ビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1611号                  徴収開始年月日：平成 9年 8月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,4898,1 堀歯科医院 〒102-0083 金属床による総義歯の提供

千代田区麹町六丁目２番地　サイ       （金属総義歯）第  6763号                徴収開始年月日：平成 9年 7月 1日
トビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,4901,3 山下歯科医院 〒101-0054 金属床による総義歯の提供

千代田区神田錦町三丁目１８番地       （金属総義歯）第  6817号                徴収開始年月日：平成 9年 9月 1日
１０　浜田ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,4903,9 医療法人社団　救歯会〒101-0047 金属床による総義歯の提供

　黒田歯科医院 千代田区内神田三丁目５番５号　       （金属総義歯）第  6818号                徴収開始年月日：平成 9年 9月 1日
大同ビル７階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1671号                  徴収開始年月日：平成 9年 9月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,4912,0 丸の内歯科診療所 〒100-0005 金属床による総義歯の提供

千代田区丸の内一丁目２番１号　       （金属総義歯）第  7016号                徴収開始年月日：平成10年 2月21日
東京海上日動ビル本館地下１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,4938,5 神田錦町歯科 〒101-0054 金属床による総義歯の提供

千代田区神田錦町一丁目４番地　       （金属総義歯）第  7386号                徴収開始年月日：平成11年 7月 2日
滝本ビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2020号                  徴収開始年月日：平成11年 7月 2日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,4939,3 クボタデンタルオフィ〒102-0083 金属床による総義歯の提供

ス 千代田区麹町二丁目６番地５麹町       （金属総義歯）第  7387号                徴収開始年月日：平成11年 5月28日
Ｅ・Ｃ・Ｋビル７階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2035号                  徴収開始年月日：平成11年 5月28日
          継続管理種類  　      価格



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日     10

01,4945,0 医療法人社団　市橋会〒100-0005 金属床による総義歯の提供
　市橋デンタルクリニ千代田区丸の内三丁目３番１号　       （金属総義歯）第  7571号                徴収開始年月日：平成12年 1月 1日
ック 新東京ビルヂング地下１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,4947,6 淡路町デンタルクリニ〒101-0063 金属床による総義歯の提供

ック 千代田区神田淡路町一丁目２番地       （金属総義歯）第  7586号                徴収開始年月日：平成12年 4月 3日
　クリスタルビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,4950,0 秋葉原歯科 〒101-0025 金属床による総義歯の提供

千代田区神田佐久間町一丁目１９       （金属総義歯）第  7587号                徴収開始年月日：平成12年 3月17日
番地　山中ビル３階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2151号                  徴収開始年月日：平成12年 3月17日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,4952,6 ふくだ歯科医院 〒101-0021 金属床による総義歯の提供

千代田区外神田四丁目７番２号　       （金属総義歯）第  7588号                徴収開始年月日：平成12年 3月21日
小林ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2156号                  徴収開始年月日：平成12年 3月21日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,4953,4 神田デンタルオフィス〒101-0047 金属床による総義歯の提供

千代田区内神田二丁目８番１４号       （金属総義歯）第  7778号                徴収開始年月日：平成12年10月20日
　高橋ビル３階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,4957,5 こいで歯科医院 〒102-0093 金属床による総義歯の提供

千代田区平河町一丁目７番１６号       （金属総義歯）第  7697号                徴収開始年月日：平成12年 7月31日
　ビュロー平河町１０２           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          01:白金                                               750,000    750,000    
          02:金                                                 500,000    500,000    
          03:コバルト                                           250,000    250,000    
          04:チタン                                             350,000    350,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2216号                  徴収開始年月日：平成12年 7月31日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,4959,1 熊谷歯科医院 〒102-0074 金属床による総義歯の提供

千代田区九段南三丁目８番１３号       （金属総義歯）第  7730号                徴収開始年月日：平成12年 9月 1日
　丸中ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2237号                  徴収開始年月日：平成12年 9月 1日
          継続管理種類  　      価格

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日     11

01,4965,8 医療法人社団　公歯会〒101-0047 金属床による総義歯の提供
　神田橋デンタルオフ千代田区内神田一丁目２番２号　       （金属総義歯）第  7781号                徴収開始年月日：平成12年 9月 1日
ィス 小川ビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2271号                  徴収開始年月日：平成12年 9月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,4976,5 関谷歯科医院 〒102-0083 金属床による総義歯の提供

千代田区麹町四丁目４番地　山崎       （金属総義歯）第  7916号                徴収開始年月日：平成13年 7月 1日
ビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,4978,1 医療法人社団　歯優会〒101-0044 金属床による総義歯の提供

　今川橋歯科クリニッ千代田区鍛冶町二丁目４番８号　       （金属総義歯）第  7943号                徴収開始年月日：平成13年 8月 1日
ク ヱルヘンビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,4992,2 りょうきデンタルオフ〒102-0074 金属床による総義歯の提供

ィス 千代田区九段南二丁目３番１１号       （金属総義歯）第  8016号                徴収開始年月日：平成14年 1月 1日
　青葉ビル別館１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2399号                  徴収開始年月日：平成14年 1月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,8009,1 ノブ・デンタルオフィ〒101-0052 金属床による総義歯の提供

ス 千代田区神田小川町一丁目８番地       （金属総義歯）第  8197号                徴収開始年月日：平成14年 9月 1日
３　小川町北ビル４階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,8027,3 野口デンタルクリニッ〒100-0005 金属床による総義歯の提供

ク 千代田区丸の内一丁目４番５号　       （金属総義歯）第  8271号                徴収開始年月日：平成15年 5月 2日
三菱ＵＦＪ信託銀行本店ビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
１０５区

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,8037,2 国際ビル山本歯科医院〒100-0005 金属床による総義歯の提供

千代田区丸の内三丁目１番１号　       （金属総義歯）第  8344号                徴収開始年月日：平成15年 8月 1日
国際ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2571号                  徴収開始年月日：平成15年 8月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,8038,0 医療法人社団　アイ・〒102-0094 金属床による総義歯の提供

ティ会　武田歯科医院千代田区紀尾井町３番１２号　紀       （金属総義歯）第  8349号                徴収開始年月日：平成15年 9月 3日
尾井町ビル２階Ｅ号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2574号                  徴収開始年月日：平成15年 9月 3日
          継続管理種類  　      価格

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日     12

01,8040,6 医療法人社団　歯優会〒101-0061 金属床による総義歯の提供
　水道橋歯科クリニッ千代田区三崎町三丁目６番１２号       （金属総義歯）第  8372号                徴収開始年月日：平成15年11月 1日
ク 　三崎町ＭＭＫビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,8075,2 前島歯科医院 〒102-0072 金属床による総義歯の提供

千代田区飯田橋三丁目５番　東京       （金属総義歯）第  8668号                徴収開始年月日：平成17年 6月 1日
区政会館１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2750号                  徴収開始年月日：平成17年 6月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,8077,8 神田北口デンタルオフ〒101-0047 金属床による総義歯の提供

ィス 千代田区内神田三丁目２０番６号       （金属総義歯）第  8672号                徴収開始年月日：平成17年 6月 1日
　第１０８東京ビル７階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2752号                  徴収開始年月日：平成17年 6月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,8079,4 木本歯科 〒101-0062 金属床による総義歯の提供

千代田区神田駿河台二丁目９番地       （金属総義歯）第  8719号                徴収開始年月日：平成17年 6月30日
１８　萬水ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2783号                  徴収開始年月日：平成17年 6月30日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,8091,9 中央歯科診療所 〒101-0044 金属床による総義歯の提供

千代田区鍛冶町一丁目９番８号　       （金属総義歯）第  8777号                徴収開始年月日：平成17年10月20日
石川ＤＣビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,8105,7 医療法人社団　信修会〒101-0062 金属床による総義歯の提供

　小山歯科クリニック千代田区神田駿河台四丁目５番地       （金属総義歯）第  8868号                徴収開始年月日：平成18年 3月31日
３　穂高ビル３階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,8106,5 医療法人社団　日坂会〒101-0021 金属床による総義歯の提供

　秋葉原ＵＤＸ歯科ク千代田区外神田四丁目１４番１号       （金属総義歯）第  8875号                徴収開始年月日：平成18年 6月 1日
リニック 　秋葉原ＵＤＸ６階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2873号                  徴収開始年月日：平成18年 6月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,050          
          02:小窩裂溝填塞      1,050          

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日     13

01,8117,2 医療法人社団　藤惣会〒101-0041 金属床による総義歯の提供
　藤関歯科医院 千代田区神田須田町一丁目２番地       （金属総義歯）第  8963号                徴収開始年月日：平成18年 9月29日

１　カルフール神田ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           367,500    367,500    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2930号                  徴収開始年月日：平成18年 9月29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      1,575          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,8123,0 麹町アベニューデンタ〒102-0083 金属床による総義歯の提供

ルオフィス 千代田区麹町三丁目５番地５　サ       （金属総義歯）第  9005号                徴収開始年月日：平成19年 3月 1日
ンデンビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

                                バイタリウム                    500,000    500,000    
                                金合金                        1,000,000  1,000,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2960号                  徴収開始年月日：平成19年 3月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      5,000          
          02:小窩裂溝填塞      1,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,8129,7 大曽根歯科医院 〒101-0061 金属床による総義歯の提供

千代田区三崎町二丁目１９番９号       （金属総義歯）第  9073号                徴収開始年月日：平成19年 3月30日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          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  3011号                  徴収開始年月日：平成19年 6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          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,8135,4 小林歯科医院 〒100-0013 金属床による総義歯の提供

千代田区霞が関一丁目４番１号　       （金属総義歯）第  9109号                徴収開始年月日：平成19年 4月 1日
日土地ビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

                                ニッケルコバルト                380,000    380,000    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,8153,7 医療法人社団　Ｓｍｉ〒101-0051 金属床による総義歯の提供

ｌｅｐｌｕｓ　ナチュ千代田区神田神保町一丁目３７番       （金属総義歯）第  9281号                徴収開始年月日：平成20年 5月 1日
ラル・スマイル・デン地３　Ｂ－ＷＡＬＬ神保町ビル１           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
タルクリニック 階           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  3153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      3,000          
          02:小窩裂溝填塞      3,000          

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



保険外併用療養費医療機関名簿

 医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 病床数

[　　　　　　　　 現在 作成         頁

報告内容医療機関番号

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日     14

01,8155,2 加賀山歯科 〒101-0051 金属床による総義歯の提供
千代田区神田神保町一丁目９番　       （金属総義歯）第  9912号                徴収開始年月日：平成27年11月 1日
稲垣ビル５階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          04:チタン                                             600,000    600,000    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,8156,0 グレイスデンタルクリ〒101-0023 金属床による総義歯の提供

ニック 千代田区神田松永町１１番地　Ａ       （金属総義歯）第  9290号                徴収開始年月日：平成20年 7月 1日
Ｔ第一ビル２階           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    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  3158号                  徴収開始年月日：平成20年 7月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,500          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,8160,2 丸の内デンタルオフィ〒100-0005 金属床による総義歯の提供

ス 千代田区丸の内一丁目８番１号　       （金属総義歯）第  9340号                徴収開始年月日：平成20年10月 1日
丸の内トラストタワーＮ館２０２           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           420,000    420,000    
          04:チタン                                             525,000    525,000    
          02:金                                                 735,000    735,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  3182号                  徴収開始年月日：平成20年10月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      2,100          
          02:小窩裂溝填塞      2,100          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,8184,2 小田島歯科クリニック〒101-0021 金属床による総義歯の提供

千代田区外神田五丁目２番２号　       （金属総義歯）第  9473号                徴収開始年月日：平成22年 1月25日
セイキ第一ビル１階           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    
          02:金                                                 550,000    550,000    
          01:白金                                               650,000    650,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  3276号                  徴収開始年月日：平成22年 1月25日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      6,000          
          02:小窩裂溝填塞      3,000          

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



保険外併用療養費医療機関名簿

 医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 病床数

[　　　　　　　　 現在 作成         頁

報告内容医療機関番号

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日     15

01,8191,7 ウテツ・デンタルクリ〒102-0071 金属床による総義歯の提供
ニック 千代田区富士見二丁目７番２号　       （金属総義歯）第  9515号                徴収開始年月日：平成22年 8月 2日

飯田橋プラーノモール２０７           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          04:チタン                                             525,000    525,000    
                                タイコニウム                    315,000    315,000    
          02:金                                                 735,000    735,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  3294号                  徴収開始年月日：平成22年 8月 2日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,000          
          02:小窩裂溝填塞      2,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,8193,3 衆議院第二議員会館歯〒100-0014 金属床による総義歯の提供

科診療室 千代田区永田町二丁目１番２号　       （金属総義歯）第  9607号                徴収開始年月日：平成23年 8月 1日
衆議院議員会館第２議員会館地下           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
２階           01:白金                                               650,000    650,000    

          02:金                                                 600,000    600,000    
          03:コバルト                                           400,000    400,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,8216,2 医療法人社団　霞が関〒100-6003 金属床による総義歯の提供

明皓会　山口歯科室 千代田区霞が関三丁目２番５号　       （金属総義歯）第  9654号                徴収開始年月日：平成23年11月 4日
霞が関ビル３階３０６号室           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          01:白金                                               997,500    997,500    
                                ステンレス・メッシュ            682,500    682,500    
          04:チタン                                             682,500    682,500    
          03:コバルト                                           682,500    682,500    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,8218,8 医療法人社団　ＭＥＤ〒102-0071 金属床による総義歯の提供

ＩＱＯＬ　デンタルオ千代田区富士見二丁目１１番１０       （金属総義歯）第  9671号                徴収開始年月日：平成24年 1月 4日
フィス飯田橋 号　レオ飯田橋ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          01:白金                                               367,500    367,500    
          03:コバルト                                           315,000    315,000    
          04:チタン                                             420,000    420,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  3391号                  徴収開始年月日：平成24年 1月 4日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      3,150          
          02:小窩裂溝填塞      1,570          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,8234,5 飯田歯科医院 〒101-0041 金属床による総義歯の提供

千代田区神田須田町一丁目２２番       （金属総義歯）第  9755号                徴収開始年月日：平成24年11月 1日
地　大久保ビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           294,000    294,000    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日     16

01,8235,2 大手町フィナンシャル〒100-0004 金属床による総義歯の提供
シティ境デンタルクリ千代田区大手町一丁目９番４号　       （金属総義歯）第  9752号                徴収開始年月日：平成24年11月 1日
ニック 　大手町フィナンシャルシティ　           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

ノースタワー４階           01:白金                                               700,000    700,000    
                                純チタン                        600,000    600,000    
          04:チタン                                             500,000    500,000    
          03:コバルト                                           400,000    400,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,8241,0 医療法人　愛育会　大〒100-0004 金属床による総義歯の提供

手町ビル歯科 千代田区大手町一丁目６番１号　       （金属総義歯）第  9781号                徴収開始年月日：平成25年 4月 1日
大手町ビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           367,500    367,500    
          01:白金                                               840,000    840,000    
          04:チタン                                             472,500    472,500    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,8246,9 医療法人社団　蓮優会〒101-0041 金属床による総義歯の提供

　神田秋葉原デンタル千代田区神田須田町二丁目６番地       （金属総義歯）第  9812号                徴収開始年月日：平成25年11月 1日
クリニック １　坂下ビル４階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          04:チタン                                             500,000    500,000    
          03:コバルト                                           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  3467号                  徴収開始年月日：平成25年11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          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,8280,8 大手町朝日歯科 〒100-0004 金属床による総義歯の提供

千代田区大手町一丁目８番１号　       （金属総義歯）第  9924号                徴収開始年月日：平成27年12月24日
ＫＤＤＩ大手町ビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          01:白金                                               600,000    600,000    
          04:チタン                                             500,000    500,000    
          03:コバルト                                           300,000    300,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,8281,6 榎本歯科医院 〒102-0083 金属床による総義歯の提供

千代田区麹町二丁目７番地　榎本       （金属総義歯）第  9933号                徴収開始年月日：平成28年 1月27日
ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          01:白金                                               648,000    648,000    
          02:金                                                 648,000    648,000    
          03:コバルト                                           270,000    270,000    
          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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日     17

01,8303,8 三輪歯科医院 〒101-0054 金属床による総義歯の提供
千代田区神田錦町一丁目１４番地       （金属総義歯）第 10002号                徴収開始年月日：平成29年 7月 8日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          01:白金                                               700,000    700,000    
          02:金                                                 700,000    700,000    
          04:チタン                                             400,000    400,000    
          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  3552号                  徴収開始年月日：平成29年 7月 8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          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01,8307,9 吉田歯科医院 〒100-6003 金属床による総義歯の提供

千代田区霞が関三丁目２番５号　       （金属総義歯）第 10027号                徴収開始年月日：平成30年 1月30日
霞が関ビル３階３３０号室           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           400,000    400,000    
          01:白金                                               600,000    600,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02,4460,8 木下歯科医院 〒104-0031 金属床による総義歯の提供

中央区京橋二丁目８番１０号　木       （金属総義歯）第   294号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
下ビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02,4468,1 医療法人社団　博英会〒103-0022 金属床による総義歯の提供

　三宅歯科医院 中央区日本橋室町四丁目２番１０       （金属総義歯）第  9857号                徴収開始年月日：平成26年 4月 1日
号　坂田ビル３階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           350,000    350,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   874号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02,4491,3 関塚歯科医院 〒103-0023 金属床による総義歯の提供

中央区日本橋本町一丁目４番７号       （金属総義歯）第   302号                徴収開始年月日：平成 6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    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02,4519,1 はりま歯科 〒104-0061 金属床による総義歯の提供

中央区銀座二丁目２番１７号　有       （金属総義歯）第   308号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
楽橋ビル北館５階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日     18

02,4540,7 医療法人社団　真洋会〒103-0022 金属床による総義歯の提供
　天野歯科 中央区日本橋室町一丁目６番１号       （金属総義歯）第  9865号                徴収開始年月日：平成26年 7月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          01:白金                                               950,400    950,400    
          02:金                                                 831,600    831,600    
          04:チタン                                             594,000    594,000    
          03:コバルト                                           475,200    475,200    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   527号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02,4565,4 石川歯科医院 〒104-0061 金属床による総義歯の提供

中央区銀座三丁目５番１５号　石       （金属総義歯）第   321号                徴収開始年月日：平成 6年 8月 1日
川ビル           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          01:白金                                               500,000    480,000    
          03:コバルト                                           300,000    280,000    
          04:チタン                                             400,000    380,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   161号                  徴収開始年月日：平成 9年 4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          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02,4574,6 医療法人社団　明徳会〒103-0025 金属床による総義歯の提供

　郵船ビル福岡歯科 中央区日本橋茅場町一丁目８番３       （金属総義歯）第   324号                徴収開始年月日：平成 6年 7月 1日
号　郵船茅場町ビル３階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          01:白金                                               550,000    550,000    
          03:コバルト                                           350,000    350,000    
          04:チタン                                             550,000    550,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02,4599,3 医療法人社団　尚歯会〒103-0002 金属床による総義歯の提供

　小池歯科医院 中央区日本橋馬喰町一丁目５番４       （金属総義歯）第   333号                徴収開始年月日：平成 6年 9月 1日
号　中庄ビル３階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02,4621,5 松木歯科医院 〒104-0045 金属床による総義歯の提供

中央区築地六丁目１４番８号       （金属総義歯）第   336号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02,4638,9 新室町歯科医院 〒103-0022 金属床による総義歯の提供

中央区日本橋室町一丁目７番２号       （金属総義歯）第   339号                徴収開始年月日：平成 6年 7月 1日
　八木長ビル３階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02,4644,7 岩永歯科医院 〒104-0061 金属床による総義歯の提供

中央区銀座一丁目２０番１１号       （金属総義歯）第   340号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日     19

02,4645,4 日本橋中央歯科 〒103-0007 金属床による総義歯の提供
中央区日本橋浜町二丁目１１番２       （金属総義歯）第   341号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
号　日本橋中央ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02,4664,5 医療法人社団　愛歯会〒103-0027 金属床による総義歯の提供

　愛歯歯科医院 中央区日本橋一丁目２番１０号　       （金属総義歯）第   346号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
東洋ビル４階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           256,000    272,000    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02,4681,9 平野歯科医院 〒103-0027 金属床による総義歯の提供

中央区日本橋三丁目８番３号　ワ       （金属総義歯）第   352号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
シントンビル４階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02,4685,0 桑幡歯科医院 〒103-0022 金属床による総義歯の提供

中央区日本橋室町三丁目３番３号       （金属総義歯）第   355号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
　ＣＭビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   821号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02,4698,3 小林歯科診療所 〒104-0032 金属床による総義歯の提供

中央区八丁堀二丁目３番２号　小       （金属総義歯）第   360号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
林ビル本館４階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02,4700,7 宮城島歯科 〒104-0045 金属床による総義歯の提供

中央区築地一丁目９番１号　井上       （金属総義歯）第   361号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   208号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02,4701,5 原歯科医院 〒103-0021 金属床による総義歯の提供

中央区日本橋本石町四丁目２番２       （金属総義歯）第   362号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
号　山京ビル本石町別館Ｂ１０１           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02,4719,7 佐藤歯科医院 〒104-0054 金属床による総義歯の提供

中央区勝どき二丁目１０番４号　       （金属総義歯）第   366号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
宮野海運ビル３階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           250,000    250,000    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02,4728,8 ヒエダ歯科医院 〒104-0042 金属床による総義歯の提供

中央区入船二丁目２番４号       （金属総義歯）第   370号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02,4730,4 歯科渋井クリニック 〒104-0031 金属床による総義歯の提供

中央区京橋二丁目８番２号       （金属総義歯）第   371号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日     20

02,4733,8 荒井歯科医院 〒104-0061 金属床による総義歯の提供
中央区銀座五丁目１３番２号　長       （金属総義歯）第   373号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
岡ビル３階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   468号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02,4739,5 小幡純歯科医院 〒103-0013 金属床による総義歯の提供

中央区日本橋人形町三丁目７番３       （金属総義歯）第  9514号                徴収開始年月日：平成22年 7月29日
号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          01:白金                                               500,000    500,000    
          02:金                                                 500,000    500,000    
          03:コバルト                                           130,000    130,000    
          04:チタン                                             200,000    200,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02,4743,7 山崎歯科クリニック 〒103-0025 金属床による総義歯の提供

中央区日本橋茅場町三丁目５番４       （金属総義歯）第   378号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
号　マエダビル３階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02,4753,6 小林歯科診療所 〒103-0013 金属床による総義歯の提供

中央区日本橋人形町二丁目１番１       （金属総義歯）第   381号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
２号　マルイチビル３階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02,4763,5 村田歯科医院 〒104-0045 金属床による総義歯の提供

中央区築地二丁目１４番４号       （金属総義歯）第   383号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           300,000               

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02,4776,7 木村歯科医院 〒103-0001 金属床による総義歯の提供

中央区日本橋小伝馬町７番１３号       （金属総義歯）第   385号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
　ストリアビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02,4808,8 医療法人社団　明徳会〒104-0033 金属床による総義歯の提供

　福岡歯科医院 中央区新川一丁目３番７号　六甲       （金属総義歯）第   399号                徴収開始年月日：平成 6年 7月 1日
第２ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          01:白金                                               550,000    550,000    
          02:金                                                 550,000    550,000    
          03:コバルト                                           350,000    350,000    
          04:チタン                                             450,000    450,000    

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日     21

02,4813,8 浜中歯科医院 〒104-0054 金属床による総義歯の提供
中央区勝どき二丁目１番１３号　       （金属総義歯）第   402号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
浜中クリニックビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1417号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月20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          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02,4827,8 本山歯科医院 〒104-0061 金属床による総義歯の提供

中央区銀座一丁目５番１号　第三       （金属総義歯）第  9118号                徴収開始年月日：平成19年 7月23日
太陽ビル３階３０４号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

                                金銀パラディウム合金            300,000    300,000    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02,4836,9 うすい歯科医院 〒104-0032 金属床による総義歯の提供

中央区八丁堀一丁目８番３号　仁       （金属総義歯）第   408号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
成堂ビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02,4851,8 中崎歯科医院 〒103-0014 金属床による総義歯の提供

中央区日本橋蛎殻町二丁目１３番       （金属総義歯）第   413号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
１号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02,4855,9 井川歯科医院 〒103-0027 金属床による総義歯の提供

中央区日本橋三丁目２番１７号　       （金属総義歯）第   416号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
八重洲ビル３階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02,4873,2 飯塚歯科医院 〒103-0013 金属床による総義歯の提供

中央区日本橋人形町二丁目２番１       （金属総義歯）第   424号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
号　西浦本舗ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02,4886,4 脇田歯科 〒103-0004 金属床による総義歯の提供

中央区東日本橋一丁目６番１０号       （金属総義歯）第   431号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
　Ｋ・Ｋビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   524号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02,4887,2 小寺歯科医院 〒103-0006 金属床による総義歯の提供

中央区日本橋富沢町１２番１８号       （金属総義歯）第   432号                徴収開始年月日：平成 7年 2月 1日
　Ｍ＆Ｋビル３階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02,4896,3 大橋歯科医院 〒103-0025 金属床による総義歯の提供

中央区日本橋茅場町二丁目１４番       （金属総義歯）第  6702号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
４号　サンムーンＮＯ．３　３階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日     22

02,4903,7 南部歯科医院 〒103-0001 金属床による総義歯の提供
中央区日本橋小伝馬町２番４号　       （金属総義歯）第   439号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
柿沢ビル４階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02,4927,6 医療法人社団　愛英会〒104-0032 金属床による総義歯の提供

　新田歯科医院 中央区八丁堀三丁目２６番８号　       （金属総義歯）第   451号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
高橋ビル３階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02,4929,2 医療法人社団　療徳会〒103-0022 金属床による総義歯の提供

　高橋歯科医院 中央区日本橋室町四丁目３番１８       （金属総義歯）第   453号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
号　東京建物室町ビル３階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   143号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02,4939,1 吉成歯科医院 〒103-0006 金属床による総義歯の提供

中央区日本橋富沢町１０番１０号       （金属総義歯）第   457号                徴収開始年月日：平成 6年 7月 1日
　日本橋インテリジェントフラッ           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
ツ２０１号

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02,4940,9 デンタルケア・三宮歯〒103-0002 金属床による総義歯の提供

科医院 中央区日本橋馬喰町一丁目９番９       （金属総義歯）第   458号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
号　加富屋ビル７階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02,4956,5 こふで歯科医院 〒104-0042 金属床による総義歯の提供

中央区入船三丁目１番４号　ＴＩ       （金属総義歯）第   467号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02,4957,3 栗林歯科クリニック 〒103-0003 金属床による総義歯の提供

中央区日本橋横山町３丁目８番地       （金属総義歯）第   468号                徴収開始年月日：平成 6年 7月 1日
　ＵＭビル４階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02,4959,9 みなと歯科医院 〒104-0043 金属床による総義歯の提供

中央区湊一丁目９番２号　藤和八       （金属総義歯）第   470号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
丁堀コープⅡ１０１号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02,4960,7 桜橋歯科クリニック 〒104-0032 金属床による総義歯の提供

中央区八丁堀三丁目１１番８号　       （金属総義歯）第   471号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
ニチト八丁堀ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02,4965,6 加藤歯科医院 〒104-0045 金属床による総義歯の提供

中央区築地二丁目８番１０号　築       （金属総義歯）第   472号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
地Ｋ＆ＲⅡＴＯＤＡビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02,4969,8 福井歯科医院 〒103-0013 金属床による総義歯の提供

中央区日本橋人形町三丁目７番１       （金属総義歯）第   477号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
４号　セブンビル２階２０１号室           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日     23

02,4970,6 医療法人社団　あかり〒104-0032 金属床による総義歯の提供
会　太嶋歯科医院 中央区八丁堀四丁目３番５号       （金属総義歯）第   479号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02,4972,2 ミヤカワビル歯科 〒104-0045 金属床による総義歯の提供

中央区築地二丁目１番１７号　ミ       （金属総義歯）第   481号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
ヤカワビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02,4975,5 乕田弥和歯科 〒104-0031 金属床による総義歯の提供

中央区京橋一丁目６番１４号　Ｙ       （金属総義歯）第   483号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
Ｋビル３階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02,4994,6 中村歯科医院 〒103-0004 金属床による総義歯の提供

中央区東日本橋二丁目８番９号       （金属総義歯）第   494号                徴収開始年月日：平成 6年 7月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02,4999,5 歯科寺山 〒104-0054 金属床による総義歯の提供

中央区勝どき二丁目１０番１４号       （金属総義歯）第   496号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
　４０７           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   199号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02,8002,4 志田デンタルクリニッ〒104-0045 金属床による総義歯の提供

ク 中央区築地一丁目１２番２２号　       （金属総義歯）第   498号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
コンワビル１３階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02,8006,5 おおさか歯科医院 〒104-0031 金属床による総義歯の提供

中央区京橋二丁目１２番９号　寺       （金属総義歯）第   502号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
沢ビル３階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02,8008,1 医療法人社団　有歯会〒104-0028 金属床による総義歯の提供

　八重洲歯科診療所 中央区八重洲二丁目１番八重洲地       （金属総義歯）第   503号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
下街中１号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          01:白金                                               600,000    600,000    
          02:金                                                 500,000    500,000    
          03:コバルト                                           500,000    500,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02,8010,7 医療法人社団　和尚会〒104-0052 金属床による総義歯の提供

　島本歯科医院 中央区月島三丁目１０番５号　島       （金属総義歯）第   505号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
本ビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日     24

02,8018,0 医療法人社団　守佳会〒104-0061 金属床による総義歯の提供
　歯科室キムラ 中央区銀座三丁目５番７号       （金属総義歯）第   511号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   382号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02,8021,4 医療法人社団　寿幸会〒103-0013 金属床による総義歯の提供

　笠原歯科医院 中央区日本橋人形町一丁目７番７       （金属総義歯）第   512号                徴収開始年月日：平成 6年 7月 1日
号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   522号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02,8038,8 鈴木歯科医院 〒103-0007 金属床による総義歯の提供

中央区日本橋浜町二丁目２７番７       （金属総義歯）第   518号                徴収開始年月日：平成 7年 4月 1日
号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02,8047,9 アベ歯科クリニック 〒104-0031 金属床による総義歯の提供

中央区京橋三丁目３番４号　京橋       （金属総義歯）第   521号                徴収開始年月日：平成 7年 6月 1日
日英ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02,8048,7 医療法人社団　三井歯〒104-0045 金属床による総義歯の提供

科クリニック 中央区築地六丁目４番９号　大長       （金属総義歯）第   522号                徴収開始年月日：平成 6年11月 1日
ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02,8054,5 医療法人社団　和康会〒104-0045 金属床による総義歯の提供

　市場歯科 中央区築地五丁目２番１号       （金属総義歯）第   524号                徴収開始年月日：平成 6年12月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02,8056,0 いとう歯科医院 〒104-0061 金属床による総義歯の提供

中央区銀座三丁目１２番１１号       （金属総義歯）第   527号                徴収開始年月日：平成 7年 7月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02,8074,3 新富歯科 〒104-0041 金属床による総義歯の提供

中央区新富二丁目１４番６号　オ       （金属総義歯）第   535号                徴収開始年月日：平成 8年 1月 1日
ンズビル３階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02,8077,6 関歯科医院 〒104-0028 金属床による総義歯の提供

中央区八重洲二丁目７番２号　八       （金属総義歯）第   536号                徴収開始年月日：平成 7年12月 1日
重洲三井ビル地下１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日     25

02,8078,4 ササキ歯科 〒103-0027 金属床による総義歯の提供
中央区日本橋三丁目１４番１号　       （金属総義歯）第   537号                徴収開始年月日：平成 7年12月 1日
新々会館ビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   164号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02,8081,8 高野歯科医院 〒103-0012 金属床による総義歯の提供

中央区日本橋堀留町一丁目６番１       （金属総義歯）第   538号                徴収開始年月日：平成 8年 4月 1日
３号　昭和ビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02,8082,6 小澤歯科医院 〒104-0045 金属床による総義歯の提供

中央区築地七丁目１２番１２号       （金属総義歯）第   539号                徴収開始年月日：平成 8年 3月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02,8093,3 銀座三原通り歯科クリ〒104-0061 金属床による総義歯の提供

ニック 中央区銀座二丁目８番５号　石川       （金属総義歯）第  6098号                徴収開始年月日：平成 8年 4月 1日
ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02,8095,8 医療法人社団　純幸会〒104-0045 金属床による総義歯の提供

　今村歯科医院 中央区築地一丁目１２番６号　築       （金属総義歯）第  6244号                徴収開始年月日：平成 8年 6月 1日
地えとビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   357号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02,8097,4 医療法人社団　恭節会〒104-0061 金属床による総義歯の提供

　大津デンタルクリニ中央区銀座六丁目１６番１１号　       （金属総義歯）第  9412号                徴収開始年月日：平成21年 7月16日
ック 荏原実業第三ビル           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          01:白金                                               850,000    850,000    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02,8100,6 高橋歯科医院 〒104-0051 金属床による総義歯の提供

中央区佃二丁目１５番１０号　セ       （金属総義歯）第  6303号                徴収開始年月日：平成 8年 5月 1日
ザール月島１０１           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

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 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02,8101,4 鳥山歯科医院 〒104-0045 金属床による総義歯の提供

中央区築地六丁目１５番６号　大       （金属総義歯）第  6304号                徴収開始年月日：平成 8年 7月25日
川ビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02,8104,8 かとう歯科クリニック〒103-0001 金属床による総義歯の提供

中央区日本橋小伝馬町２番８号　       （金属総義歯）第  6466号                徴収開始年月日：平成 8年11月 1日
新小伝馬町ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日     26

02,8105,5 鈴木歯科クリニック 〒103-0025 金属床による総義歯の提供
中央区日本橋茅場町一丁目１１番       （金属総義歯）第  6467号                徴収開始年月日：平成 8年11月11日
３号　岡本ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02,8106,3 ナカヤマデンタルオフ〒104-0045 金属床による総義歯の提供

ィス 中央区築地七丁目１０番２号　築       （金属総義歯）第  6495号                徴収開始年月日：平成 8年11月 1日
地小川ビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02,8113,9 田島デンタルクリニッ〒104-0033 金属床による総義歯の提供

ク 中央区新川二丁目１５番１１号　       （金属総義歯）第  6541号                徴収開始年月日：平成 8年11月18日
　宮田ビル３階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02,8115,4 ナオ歯科クリニック 〒103-0001 金属床による総義歯の提供

中央区日本橋小伝馬町１５番１７       （金属総義歯）第  6564号                徴収開始年月日：平成 9年12月13日
号　ＡＳＫ日本橋ビル３階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02,8116,2 銀座デンタルクリニッ〒104-0061 金属床による総義歯の提供

ク富岡 中央区銀座三丁目１２番５号　第       （金属総義歯）第  6565号                徴収開始年月日：平成 9年 1月 1日
２宏和ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02,8117,0 小泉歯科医院 〒104-0052 金属床による総義歯の提供

中央区月島四丁目８番１０号　福       （金属総義歯）第  6640号                徴収開始年月日：平成 9年 4月 5日
寿マンション１２２           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02,8118,8 たべ歯科クリニック 〒103-0022 金属床による総義歯の提供

中央区日本橋室町一丁目６番１２       （金属総義歯）第  6593号                徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
号　周方社ビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   240号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02,8119,6 松下デンタルクリニッ〒103-0025 う蝕に罹患している患者の指導管理

ク 中央区日本橋茅場町二丁目７番９       （う蝕管理）第  2673号                  徴収開始年月日：平成16年 7月 1日
号　コニーセントラルビル３階           継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02,8124,6 寺田歯科クリニック 〒104-0033 金属床による総義歯の提供

中央区新川一丁目２番１０号　新       （金属総義歯）第  6703号                徴収開始年月日：平成 9年 6月 6日
川むさしやビル３階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1581号                  徴収開始年月日：平成 9年 6月 6日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02,8133,7 林田歯科医院 〒104-0041 金属床による総義歯の提供

中央区新富一丁目８番２号　ハイ       （金属総義歯）第  6857号                徴収開始年月日：平成 9年 8月23日
ツ新富２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日     27

02,8134,5 山本歯科医院 〒104-0061 金属床による総義歯の提供
中央区銀座六丁目４番５号　オリ       （金属総義歯）第  6822号                徴収開始年月日：平成 9年10月 1日
エントビル７階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1670号                  徴収開始年月日：平成 9年10月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02,8136,0 医療法人社団　昌晃会〒103-0028 金属床による総義歯の提供

　千代田歯科 中央区八重洲一丁目４番２０号　       （金属総義歯）第  6858号                徴収開始年月日：平成 9年 9月22日
東京八重洲ビル３階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1702号                  徴収開始年月日：平成 9年 9月22日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02,8143,6 とまる歯科クリニック〒103-0027 金属床による総義歯の提供

中央区日本橋一丁目２番８号　ニ       （金属総義歯）第  6959号                徴収開始年月日：平成10年 3月 1日
ホンバシビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02,8145,1 歯科吉村 〒104-0061 金属床による総義歯の提供

中央区銀座二丁目１１番４号　富       （金属総義歯）第  7017号                徴収開始年月日：平成10年 4月 1日
善ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02,8154,3 上野歯科クリニック 〒103-0014 金属床による総義歯の提供

中央区日本橋蛎殻町一丁目１２番       （金属総義歯）第  7081号                徴収開始年月日：平成10年 7月 1日
７号　ＫＯＩビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1850号                  徴収開始年月日：平成10年 7月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02,8155,0 榎本歯科医院 〒104-0061 金属床による総義歯の提供

中央区銀座一丁目７番１０号　銀       （金属総義歯）第  7197号                徴収開始年月日：平成10年 7月 1日
座富士ビル８階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1928号                  徴収開始年月日：平成10年12月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02,8156,8 三越前歯科 〒103-0022 う蝕に罹患している患者の指導管理

中央区日本橋室町一丁目８番７号       （う蝕管理）第  1859号                  徴収開始年月日：平成10年 7月 1日
　エバー室町ビル２階           継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02,8163,4 医療法人社団　あすな〒104-0061 金属床による総義歯の提供

ろ会　藤見歯科医院 中央区銀座一丁目８番２１号　第       （金属総義歯）第  7198号                徴収開始年月日：平成10年10月 2日
２１中央ビル４階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1912号                  徴収開始年月日：平成10年10月 2日
          継続管理種類  　      価格



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日     28

02,8172,5 浜町歯科医院 〒103-0007 金属床による総義歯の提供
中央区日本橋浜町一丁目１番１２       （金属総義歯）第  7238号                徴収開始年月日：平成10年12月 1日
号　プラザマームビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02,8174,1 八川歯科医院 〒103-0028 金属床による総義歯の提供

中央区八重洲一丁目７番１０号　       （金属総義歯）第  7239号                徴収開始年月日：平成11年 3月 1日
今井ビル６階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           300,000               
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02,8191,5 銀座 川歯科クリニッ〒104-0061 金属床による総義歯の提供

ク 中央区銀座一丁目６番１７号　ア       （金属総義歯）第  7732号                徴収開始年月日：平成12年 8月10日
ネックス福神ビル３階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2238号                  徴収開始年月日：平成12年 8月10日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02,8194,9 井澤歯科クリニック 〒104-0033 金属床による総義歯の提供

中央区新川一丁目８番３号　アム       （金属総義歯）第  7485号                徴収開始年月日：平成11年10月 1日
ール新川２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2083号                  徴収開始年月日：平成11年10月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02,8196,4 医療法人社団　藤和会〒104-0045 金属床による総義歯の提供

　三幸歯科診療所 中央区築地五丁目３番３号　築地       （金属総義歯）第  7489号                徴収開始年月日：平成11年 8月10日
浜離宮ビル地下１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           300,000               
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02,8205,3 銀座スワン歯科・矯正〒104-0061 金属床による総義歯の提供

歯科 中央区銀座六丁目９番６号　菊水       （金属総義歯）第  7529号                徴収開始年月日：平成11年12月 1日
ビル５階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02,8210,3 北村歯科医院 〒103-0013 金属床による総義歯の提供

中央区日本橋人形町二丁目４番３       （金属総義歯）第  7553号                徴収開始年月日：平成11年11月16日
号　人形町ＫＭビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2110号                  徴収開始年月日：平成11年11月16日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02,8227,7 南海デンタルクリニッ〒104-0061 金属床による総義歯の提供

ク 中央区銀座五丁目１５番１号　南       （金属総義歯）第  7782号                徴収開始年月日：平成12年11月 1日
海東京ビルディング地下２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2272号                  徴収開始年月日：平成12年11月 1日
          継続管理種類  　      価格

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日     29

02,8238,4 ハローデンタルクリニ〒104-0054 金属床による総義歯の提供
ック 中央区勝どき二丁目９番１４号　       （金属総義歯）第  7885号                徴収開始年月日：平成13年 4月 6日

勝どき２丁目富永ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2339号                  徴収開始年月日：平成13年 4月 6日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02,8239,2 半田歯科クリニック 〒104-0054 金属床による総義歯の提供

中央区勝どき三丁目２番３号　セ       （金属総義歯）第  7920号                徴収開始年月日：平成13年 7月 1日
ルリアンホームズ勝どき１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02,8241,8 山田歯科医院 〒104-0061 金属床による総義歯の提供

中央区銀座一丁目４番８号　光明       （金属総義歯）第  7869号                徴収開始年月日：平成13年 4月 1日
ビル５階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02,8274,9 安田歯科医院 〒104-0052 金属床による総義歯の提供

中央区月島三丁目１９番７号       （金属総義歯）第  8108号                徴収開始年月日：平成14年 5月15日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2444号                  徴収開始年月日：平成14年 5月15日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02,8283,0 小川源歯科医院 〒103-0006 金属床による総義歯の提供

中央区日本橋富沢町５番４号　ゲ       （金属総義歯）第  8127号                徴収開始年月日：平成14年 6月 1日
ンベエビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02,8305,1 渡辺歯科医院 〒104-0031 金属床による総義歯の提供

中央区京橋一丁目５番１号　昌平       （金属総義歯）第  8268号                徴収開始年月日：平成15年 5月 9日
ビル３階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02,8314,3 銀座池渕歯科 〒104-0061 金属床による総義歯の提供

中央区銀座五丁目８番１６号　銀       （金属総義歯）第  8359号                徴収開始年月日：平成15年 9月30日
座ナカヤビル３階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2582号                  徴収開始年月日：平成15年 9月30日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02,8328,3 前野歯科医院 〒104-0032 金属床による総義歯の提供

中央区八丁堀四丁目１０番２号　       （金属総義歯）第  8483号                徴収開始年月日：平成16年 4月30日
八丁堀ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02,8339,0 白岩歯科医院 〒104-0061 金属床による総義歯の提供

中央区銀座一丁目１３番８号　ウ       （金属総義歯）第  8520号                徴収開始年月日：平成16年 7月 1日
エルビル５階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           250,000    200,000    
          04:チタン                                             350,000               



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日     30

02,8344,0 デンタルオフィス谷本〒104-0033 金属床による総義歯の提供
中央区新川二丁目２４番１０号       （金属総義歯）第  8536号                徴収開始年月日：平成16年 9月 2日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02,8348,1 医療法人社団　アゼリ〒103-0027 金属床による総義歯の提供

ア会　東京日本橋歯科中央区日本橋二丁目３番４号　日       （金属総義歯）第  8567号                徴収開始年月日：平成16年 9月23日
本橋プラザビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          04:チタン                                             262,500    262,500    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02,8358,0 五百住歯科診療所 〒104-0061 金属床による総義歯の提供

中央区銀座四丁目２番１５号　塚       （金属総義歯）第  8590号                徴収開始年月日：平成16年12月27日
本素山ビル地下１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02,8359,8 仲谷歯科クリニック 〒103-0027 金属床による総義歯の提供

中央区日本橋二丁目１番２０号　       （金属総義歯）第  8631号                徴収開始年月日：平成17年 3月28日
Ｄｅａｒ日本橋タワー３階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02,8371,3 医療法人社団　晃嶺会〒104-0045 金属床による総義歯の提供

　鈴木歯科医院 中央区築地七丁目５番３号　紀文       （金属総義歯）第  8656号                徴収開始年月日：平成17年 5月11日
第一ビル３階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02,8384,6 山歯科医院 〒103-0023 金属床による総義歯の提供

中央区日本橋本町四丁目１番１２       （金属総義歯）第  8739号                徴収開始年月日：平成17年 9月 1日
号　日本橋秋山ビル３階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02,8386,1 児玉歯科クリニック 〒103-0023 金属床による総義歯の提供

中央区日本橋本町二丁目８番６号       （金属総義歯）第  8766号                徴収開始年月日：平成17年10月 1日
　日本橋ビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02,8415,8 京橋デンタルクリニッ〒104-0031 金属床による総義歯の提供

ク 中央区京橋二丁目１７番３号　ヨ       （金属総義歯）第  8911号                徴収開始年月日：平成18年 8月 1日
シザワビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2905号                  徴収開始年月日：平成18年 8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          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02,8417,4 第一歯科 〒103-0023 金属床による総義歯の提供

中央区日本橋本町二丁目６番１３       （金属総義歯）第  8927号                徴収開始年月日：平成18年 7月 1日
号　山三ビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           350,000    350,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2911号                  徴収開始年月日：平成18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          



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日     31

02,8434,9 医療法人社団　ＧＹ会〒104-0061 金属床による総義歯の提供
　銀座柳通り歯科クリ中央区銀座一丁目５番１１号　小       （金属総義歯）第  9044号                徴収開始年月日：平成19年 4月 2日
ニック 林ビル２階３階４階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          04:チタン                                             400,000    400,000    
          03:コバルト                                           350,000    350,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  3292号                  徴収開始年月日：平成22年 7月14日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      5,250          
          02:小窩裂溝填塞      8,250          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02,8455,4 マキ歯科医院 〒103-0003 金属床による総義歯の提供

中央区日本橋横山町９番１３号　       （金属総義歯）第  9211号                徴収開始年月日：平成19年12月10日
イワモトビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          04:チタン                                             450,000    450,000    
          03:コバルト                                           400,000    400,000    
          02:金                                                 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  3109号                  徴収開始年月日：平成19年12月10日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      3,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02,8475,2 銀座４丁目　東デンタ〒104-0061 う蝕に罹患している患者の指導管理

ルオフィス 中央区銀座四丁目６番１０号　ゑ       （う蝕管理）第  3192号                  徴収開始年月日：平成20年10月 1日
り円ビル４階           継続管理種類  　      価格

          01:フッ化物局所      3,000          
          02:小窩裂溝填塞      1,500          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02,8480,2 日本橋人形町歯科 〒103-0013 金属床による総義歯の提供

中央区日本橋人形町二丁目１番７       （金属総義歯）第  9378号                徴収開始年月日：平成21年 4月 1日
号　リビオ日本橋人形町２０２           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           250,000    250,000    
          04:チタン                                             280,000    280,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02,8497,6 あきこ歯科クリニック〒103-0006 金属床による総義歯の提供

中央区日本橋富沢町６番２号　日       （金属総義歯）第  9474号                徴収開始年月日：平成22年 4月 1日
本橋遠綿ビル１０２           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    420,000    
          01:白金                                               630,000    630,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  3277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      1,050          
          02:小窩裂溝填塞      1,050          

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日     32

02,8512,2 高梨歯科 〒103-0022 金属床による総義歯の提供
中央区日本橋室町二丁目４番３号       （金属総義歯）第  9546号                徴収開始年月日：平成22年10月23日
　日本橋室町野村ビル７階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           450,000    450,000    
          04:チタン                                             500,000    500,000    
          01:白金                                             1,000,000  1,000,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02,8513,0 おうみ歯科クリニック〒104-0054 金属床による総義歯の提供

中央区勝どき一丁目８番１号　勝       （金属総義歯）第  9561号                徴収開始年月日：平成23年 1月19日
どきビュータワー２０７           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           157,500    157,500    
          04:チタン                                             262,500    262,500    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  3326号                  徴収開始年月日：平成23年 1月19日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所        525          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02,8522,1 ハルデンタルオフィス〒103-0023 金属床による総義歯の提供

中央区日本橋本町三丁目９番４号       （金属総義歯）第  9591号                徴収開始年月日：平成23年 5月16日
　ＨＯＮＣＨＯ３９４ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           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  3349号                  徴収開始年月日：平成23年 5月16日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      5,000          
          02:小窩裂溝填塞      5,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02,8525,4 青木歯科医院 〒104-0033 金属床による総義歯の提供

中央区新川二丁目１６番１１号　       （金属総義歯）第  9608号                徴収開始年月日：平成23年 5月21日
Ｄ．青木ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           250,000    250,000    
          04:チタン                                             350,000    350,000    
          02:金                                                 500,000    500,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02,8529,6 ブラッシュカレラデン〒104-0033 金属床による総義歯の提供

タルクリニック 中央区新川一丁目１７番２２号　       （金属総義歯）第  9636号                徴収開始年月日：平成23年 9月27日
松井ビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          04:チタン                                             450,000    450,000    
          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  3368号                  徴収開始年月日：平成23年 9月27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          

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日     33

02,8569,2 医療法人社団　愛池会〒104-0061 金属床による総義歯の提供
　銀座・にわ歯科室 中央区銀座四丁目１０番１号　銀       （金属総義歯）第  9782号                徴収開始年月日：平成25年 4月 2日

座ＡＺＡビル４階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           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  3458号                  徴収開始年月日：平成25年 4月 2日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      5,000          
          02:小窩裂溝填塞        500          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02,8582,5 医療法人　恒惇会　デ〒104-0061 金属床による総義歯の提供

ンタルオフィスレスト中央区銀座七丁目５番１９号　銀       （金属総義歯）第  9796号                徴収開始年月日：平成25年10月 1日
ラティブトウキョウ 座龍櫻閣３階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          01:白金                                               600,000    400,000    
          04:チタン                                             500,000    300,000    
          03:コバルト                                           400,000    200,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02,8623,7 安藤歯科クリニック 〒104-0033 金属床による総義歯の提供

中央区新川二丁目１番１１号　八       （金属総義歯）第  9891号                徴収開始年月日：平成27年 2月 2日
重洲第１パークビル３階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           300,000    300,000    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02,8645,0 田村歯科クリニック 〒104-0031 金属床による総義歯の提供

中央区京橋三丁目１２番４号　マ       （金属総義歯）第  9917号                徴収開始年月日：平成28年 1月 4日
オビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          02:金                                               1,000,000  1,000,000    
          04:チタン                                             600,000    600,000    
          03:コバルト                                           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  3517号                  徴収開始年月日：平成28年 1月 4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          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02,8667,4 くどう歯科医院 〒103-0025 金属床による総義歯の提供

中央区日本橋茅場町一丁目６番２       （金属総義歯）第  9978号                徴収開始年月日：平成29年 1月 1日
号　桂昇茅場町ビル２階           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    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02,8684,9 ＴＩ歯科医院 〒103-0001 金属床による総義歯の提供

中央区日本橋小伝馬町４番３号　       （金属総義歯）第 10020号                徴収開始年月日：平成30年 1月 1日
サンコー・フジスター共同ビル４           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
階Ｂ室           03:コバルト                                           350,000    350,000    

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日     34

03,4327,7 川上歯科医院 〒106-0031 金属床による総義歯の提供
港区西麻布一丁目８番６号　杉下       （金属総義歯）第   555号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03,4432,5 小嶋歯科クリニック 〒105-0013 う蝕に罹患している患者の指導管理

港区浜松町二丁目４番１号       （う蝕管理）第   167号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03,4458,0 医療法人社団　昭光会〒105-0013 金属床による総義歯の提供

　世界貿易センター歯港区浜松町二丁目４番１号　世界       （金属総義歯）第  8312号                徴収開始年月日：平成15年 7月22日
科クリニック 貿易センター１４階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03,4459,8 医療法人社団　大東会〒105-0004 金属床による総義歯の提供

　ニュー新橋歯科医院港区新橋二丁目１６番１号　ニュ       （金属総義歯）第  7699号                徴収開始年月日：平成12年 7月 1日
ー新橋ビル３階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          02:金                                               1,050,000  1,050,000    
          03:コバルト                                           472,500    472,500    
          04:チタン                                             525,000    525,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03,4467,1 ロイヤル歯科医院 〒106-0032 金属床による総義歯の提供

港区六本木四丁目１０番１１号　       （金属総義歯）第   575号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
小室ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03,4495,2 小林歯科医院 〒106-0031 金属床による総義歯の提供

港区西麻布三丁目２番１１号　第       （金属総義歯）第   584号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
二谷沢ビル           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          01:白金                                               500,000    500,000    
          03:コバルト                                           250,000    250,000    
          04:チタン                                             360,000    360,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   557号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03,4518,1 岡田歯科医院 〒107-0061 金属床による総義歯の提供

港区北青山三丁目３番７号　第一       （金属総義歯）第   590号                徴収開始年月日：平成 6年 8月22日
青山ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03,4523,1 市川歯科医院 〒106-0031 金属床による総義歯の提供

港区西麻布一丁目９番３号       （金属総義歯）第   592号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03,4535,5 鈴木歯科医院 〒107-0052 金属床による総義歯の提供

港区赤坂三丁目１８番１号       （金属総義歯）第   595号                徴収開始年月日：平成 6年 7月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日     35

03,4571,0 釜我歯科 〒108-0073 金属床による総義歯の提供
港区三田三丁目３番５号　菅谷ビ       （金属総義歯）第   599号                徴収開始年月日：平成 6年 8月 1日
ル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03,4628,8 山中歯科医院 〒108-0074 金属床による総義歯の提供

港区高輪三丁目２６番３３号　京       （金属総義歯）第   606号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
急第１０ビル１Ｆ           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          02:金                                                 500,000    500,000    
          03:コバルト                                           320,000    320,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03,4630,4 寺尾歯科医院 〒105-0004 金属床による総義歯の提供

港区新橋一丁目１７番８号　ＴＫ       （金属総義歯）第   607号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
Ｋ新橋ビル３階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   568号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03,4634,6 大畑歯科医院 〒107-0052 金属床による総義歯の提供

港区赤坂四丁目９番１８号       （金属総義歯）第   609号                徴収開始年月日：平成 6年 6月25日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03,4639,5 橋本歯科医院 〒107-0052 金属床による総義歯の提供

港区赤坂七丁目５番２７号　赤坂       （金属総義歯）第   611号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
パインクレスト３０４号           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    62号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03,4643,7 杉山歯科医院 〒105-0003 金属床による総義歯の提供

港区西新橋三丁目５番１号　橋場       （金属総義歯）第   613号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                                      250,000    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03,4692,4 医療法人社団　友歯会〒107-0062 金属床による総義歯の提供

　新青山ビルユー歯科港区南青山一丁目１番１号　新青       （金属総義歯）第   621号                徴収開始年月日：平成 8年 1月24日
山ビル西館３階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03,4697,3 可知歯科医院 〒106-0047 金属床による総義歯の提供

港区南麻布一丁目５番１号　大東       （金属総義歯）第   624号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          04:チタン                                             525,000               
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1166号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日     36

03,4702,1 白金歯科医院 〒108-0072 金属床による総義歯の提供
港区白金三丁目９番６号　登坂ビ       （金属総義歯）第   628号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
ル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03,4703,9 沼歯科 〒105-0012 金属床による総義歯の提供

港区芝大門二丁目２番２号　花正       （金属総義歯）第   629号                徴収開始年月日：平成 6年 6月29日
ビル３階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03,4707,0 難波歯科医院 〒107-0052 金属床による総義歯の提供

港区赤坂三丁目１１番１号　難波       （金属総義歯）第  7934号                徴収開始年月日：平成13年 7月19日
ビル３階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03,4714,6 川上歯科医院 〒105-0014 金属床による総義歯の提供

港区芝二丁目３番１０号　実用サ       （金属総義歯）第   632号                徴収開始年月日：平成 6年 7月 1日
トウビル３階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03,4735,1 芝クリニック歯科口腔〒105-0013 金属床による総義歯の提供

外科 港区浜松町一丁目１番９号　三恵       （金属総義歯）第   640号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03,4736,9 二木歯科医院 〒105-0001 金属床による総義歯の提供

港区虎ノ門一丁目１番２１号　新       （金属総義歯）第   641号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
虎ノ門実業会館地下二階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03,4746,8 氏家歯科医院 〒106-0032 金属床による総義歯の提供

港区六本木五丁目５番１号　ミニ       （金属総義歯）第   642号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
ヨンビル３階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03,4748,4 熱田歯科医院 〒106-0045 金属床による総義歯の提供

港区麻布十番一丁目４番３号       （金属総義歯）第   643号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03,4751,8 酒井歯科医院 〒106-0044 金属床による総義歯の提供

港区東麻布三丁目４番８号       （金属総義歯）第   644号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1114号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03,4772,4 萩原歯科医院 〒105-0012 金属床による総義歯の提供

港区芝大門一丁目３番５号　ゲー       （金属総義歯）第   653号                徴収開始年月日：平成 7年 3月14日
ブルビル３階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日     37

03,4776,5 江里口歯科医院 〒105-0004 金属床による総義歯の提供
港区新橋二丁目１０番３号　ブラ       （金属総義歯）第  6305号                徴収開始年月日：平成 8年 8月 1日
ザービル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          01:白金                                               800,000    850,000    
          03:コバルト                                           300,000    350,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03,4777,3 市川歯科医院 〒105-0001 金属床による総義歯の提供

港区虎ノ門一丁目１番１１号       （金属総義歯）第   655号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          01:白金                                             1,000,000  1,000,000    
          03:コバルト                                           400,000    400,000    
          04:チタン                                             600,000    600,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03,4786,4 イマイ歯科クリニック〒106-0045 金属床による総義歯の提供

港区麻布十番二丁目２０番２号　       （金属総義歯）第   657号                徴収開始年月日：平成 6年 6月27日
麻布十番ハイツ２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03,4795,5 天野歯科医院 〒105-0003 金属床による総義歯の提供

港区西新橋一丁目５番１０号　天       （金属総義歯）第   661号                徴収開始年月日：平成 6年 7月 1日
野ビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03,4801,1 上條歯科 〒107-0052 金属床による総義歯の提供

港区赤坂四丁目１１番１７号       （金属総義歯）第   664号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           300,000               
          04:チタン                                             400,000               

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03,4808,6 野崎歯科医院 〒106-0044 金属床による総義歯の提供

港区東麻布二丁目２０番５号       （金属総義歯）第   666号                徴収開始年月日：平成 6年 7月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03,4827,6 久松歯科医院 〒106-0045 金属床による総義歯の提供

港区麻布十番二丁目５番２号       （金属総義歯）第   669号                徴収開始年月日：平成 6年 6月15日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1487号                  徴収開始年月日：平成 9年 6月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03,4840,9 榊原デンタルクリニッ〒106-0047 金属床による総義歯の提供

ク 港区南麻布二丁目５番１５号　エ       （金属総義歯）第   671号                徴収開始年月日：平成 6年12月 1日
ントピアコート麻布２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          01:白金                                             1,000,000  1,000,000    
          02:金                                                 750,000    750,000    
          03:コバルト                                           300,000    300,000    
          04:チタン                                             500,000    500,000    

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日     38

03,4842,5 清水歯科医院 〒100-0601 金属床による総義歯の提供
神津島村９８３番地       （金属総義歯）第   672号                徴収開始年月日：平成 6年 6月27日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03,4848,2 水野歯科 〒108-0075 金属床による総義歯の提供

港区港南二丁目２番１６号　谷田       （金属総義歯）第   673号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
企画第一ビル４階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03,4862,3 イガリ歯科医院 〒105-0013 金属床による総義歯の提供

港区浜松町一丁目２７番８号　橋       （金属総義歯）第   675号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
立ビル４階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03,4885,4 佐藤歯科医院 〒105-0001 金属床による総義歯の提供

港区虎ノ門一丁目４番８号　石塚       （金属総義歯）第   682号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03,4933,2 大木歯科医院 〒108-0073 金属床による総義歯の提供

港区三田三丁目３番２号　田中ビ       （金属総義歯）第   689号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
ル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03,4942,3 白須賀歯科医院 〒105-0013 金属床による総義歯の提供

港区浜松町一丁目２５番１０号       （金属総義歯）第   694号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           300,000               

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03,4946,4 医療法人社団　高輪会〒108-0074 金属床による総義歯の提供

　高輪歯科医院 港区高輪二丁目１６番３６号　チ       （金属総義歯）第   695号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
トセハイツ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    420,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1188号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      2,100          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03,4949,8 加藤歯科医院 〒108-0072 金属床による総義歯の提供

港区白金三丁目１５番１６号       （金属総義歯）第   697号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03,4952,2 森野歯科医院 〒106-0032 金属床による総義歯の提供

港区六本木七丁目１２番２号　森       （金属総義歯）第   699号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
野ビル４階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03,4953,0 医療法人社団　渡辺歯〒106-0032 金属床による総義歯の提供

科医院 港区六本木三丁目１０番９号　木       （金属総義歯）第   700号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
世川ビル３階Ａ室           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日     39

03,4955,5 医療法人社団　利光会〒107-0051 金属床による総義歯の提供
　元赤坂歯科クリニッ港区元赤坂一丁目５番３１号　新       （金属総義歯）第   701号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
ク 井ビル１階Ａ号室           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   278号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      3,150          
          02:小窩裂溝填塞      3,150          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03,4958,9 医療法人財団　蒼仁会〒106-0047 金属床による総義歯の提供

　岡村歯科医院 港区南麻布四丁目１１番２８号       （金属総義歯）第   702号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03,4965,4 門脇歯科医院 〒107-0052 金属床による総義歯の提供

港区赤坂七丁目８番１２号　三喜       （金属総義歯）第   705号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
マンション１０２号室           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03,4967,0 三昭歯科医院 〒105-0001 金属床による総義歯の提供

港区虎ノ門一丁目８番１４号　三       （金属総義歯）第   706号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
昭ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1631号                  徴収開始年月日：平成 9年 7月22日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03,4968,8 医療法人社団　矢澤歯〒105-0004 金属床による総義歯の提供

科医院 港区新橋三丁目２番２号　第１一       （金属総義歯）第   707号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
美ビル３階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03,4987,8 滝沢デンタルクリニッ〒107-0052 金属床による総義歯の提供

ク 港区赤坂三丁目９番１８号　ＢＩ       （金属総義歯）第   714号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
Ｃ赤坂ビル４階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03,4998,5 吉田歯科医院 〒105-0004 金属床による総義歯の提供

港区新橋一丁目６番７号　第七葵       （金属総義歯）第   717号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
ビル４階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03,8007,1 牧野歯科医院 〒105-0012 金属床による総義歯の提供

港区芝大門二丁目５番１号　アル       （金属総義歯）第   719号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
テビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   358号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03,8032,9 鈴木歯科医院 〒108-0074 金属床による総義歯の提供

港区高輪一丁目２６番１０号       （金属総義歯）第   726号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日     40

03,8037,8 芝浦歯科診療所 〒108-0023 金属床による総義歯の提供
港区芝浦二丁目１番１１号　グラ       （金属総義歯）第   728号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
ンドメゾン田町１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   117号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03,8043,6 虎ノ門歯科クリニック〒105-0001 金属床による総義歯の提供

港区虎ノ門一丁目１２番１４号　       （金属総義歯）第   731号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
虎ノ門マスターズ２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

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 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03,8046,9 福沢歯科 〒105-0001 金属床による総義歯の提供

港区虎ノ門二丁目９番１１号       （金属総義歯）第   732号                徴収開始年月日：平成 7年 9月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03,8061,8 医療法人社団　祐保会〒105-0001 金属床による総義歯の提供

　近藤歯科クリニック港区虎ノ門四丁目２番４号　ヨシ       （金属総義歯）第   738号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
ノビル４階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03,8062,6 岡崎歯科医院 〒108-0023 金属床による総義歯の提供

港区芝浦三丁目２０番４号　第六       （金属総義歯）第   739号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
協栄ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03,8083,2 医療法人社団　弘宣会〒105-0012 金属床による総義歯の提供

　芝大門歯科クリニッ港区芝大門二丁目１番１７号　朝       （金属総義歯）第   752号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
ク 川ビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03,8086,5 早川ホワイト歯科 〒105-0004 う蝕に罹患している患者の指導管理

港区新橋五丁目２５番５号　早川       （う蝕管理）第   810号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
ホワイトビル２階３階           継続管理種類  　      価格

          01:フッ化物局所      1,050          
          02:小窩裂溝填塞      2,100          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03,8095,6 富田歯科医院 〒107-0061 金属床による総義歯の提供

港区北青山二丁目１２番２８号　       （金属総義歯）第   759号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
青山ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          01:白金                                               600,000               
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日     41

03,8097,2 藤田歯科医院 〒107-0062 金属床による総義歯の提供
港区南青山五丁目８番９号       （金属総義歯）第   760号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          01:白金                                               900,000    900,000    
          02:金                                                 800,000    800,000    
          03:コバルト                                           800,000    800,000    
          04:チタン                                             800,000    800,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   509号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      5,000          
          02:小窩裂溝填塞      5,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03,8108,7 医療法人社団　弘英会〒105-0003 金属床による総義歯の提供

　松島歯科 港区西新橋三丁目８番２号　東成       （金属総義歯）第   769号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
ビル２階　           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           300,000    300,000    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03,8113,7 西山歯科医院 〒106-0047 金属床による総義歯の提供

港区南麻布四丁目１３番２号　麻       （金属総義歯）第  7161号                徴収開始年月日：平成10年 9月30日
布高橋ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1884号                  徴収開始年月日：平成10年 9月30日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03,8124,4 岡山歯科医院 〒100-0101 金属床による総義歯の提供

大島町元町四丁目１３番地１４       （金属総義歯）第   774号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1078号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03,8125,1 高橋歯科クリニック 〒107-0052 金属床による総義歯の提供

港区赤坂一丁目５番１２号　堀内       （金属総義歯）第   775号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
ビル４階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   884号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03,8128,5 医療法人社団　梓会　〒107-0052 金属床による総義歯の提供

古畑歯科医院 港区赤坂六丁目１５番１号　赤坂       （金属総義歯）第   777号                徴収開始年月日：平成 6年 7月 1日
ミツワビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          04:チタン                                             550,000    550,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1084号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      3,150          



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日     42

03,8135,0 えのもと歯科医院 〒107-0061 金属床による総義歯の提供
港区北青山二丁目１３番３号　榎       （金属総義歯）第   779号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
本ビル２０２           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           350,000    350,000    
          04:チタン                                             400,000    400,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03,8138,4 山口歯科医院 〒105-0013 金属床による総義歯の提供

港区浜松町二丁目２番１１号　広       （金属総義歯）第   780号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
瀬ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03,8141,8 岡田歯科医院 〒108-0014 金属床による総義歯の提供

港区芝四丁目４番５号　三田ＫＭ       （金属総義歯）第   783号                徴収開始年月日：平成 6年 8月 1日
ビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第    57号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03,8143,4 品川東口歯科 〒108-0075 金属床による総義歯の提供

港区港南二丁目４番７号　石橋ビ       （金属総義歯）第   784号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
ル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   289号                  徴収開始年月日：平成 9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          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03,8151,7 山田歯科クリニック 〒105-0001 金属床による総義歯の提供

港区虎ノ門三丁目２番７号　虎ノ       （金属総義歯）第   788号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
門プルクワビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03,8159,0 中川歯科クリニック 〒108-0023 金属床による総義歯の提供

港区芝浦四丁目１２番４４号　芝       （金属総義歯）第   794号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
浦ＴＭビル３階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   713号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03,8161,6 医療法人　歯鏡会　ヤ〒105-0004 金属床による総義歯の提供

ブキデンタルオフィス港区新橋五丁目１２番１号　露月       （金属総義歯）第   796号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
町ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03,8168,1 北沢歯科クリニック 〒108-0023 金属床による総義歯の提供

港区芝浦四丁目９番１８号　グラ       （金属総義歯）第   799号                徴収開始年月日：平成 8年 4月 1日
ンドパレス田町１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日     43

03,8170,7 日比谷通り山中デンタ〒105-0003 金属床による総義歯の提供
ルクリニック 港区西新橋二丁目８番４号　寺尾       （金属総義歯）第   801号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日

ビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03,8171,5 綱島歯科クリニック 〒106-0045 金属床による総義歯の提供

港区麻布十番二丁目８番１０号　       （金属総義歯）第   802号                徴収開始年月日：平成 6年 9月 1日
麻布松屋ビル３階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03,8180,6 中川歯科クリニック 〒107-0061 う蝕に罹患している患者の指導管理

港区北青山三丁目１０番９号　青       （う蝕管理）第   225号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
山カワシマビル３階           継続管理種類  　      価格

          01:フッ化物局所      2,100          
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03,8185,5 立花デンタルクリニッ〒108-0014 金属床による総義歯の提供

ク 港区芝五丁目１７番２号　エステ       （金属総義歯）第   806号                徴収開始年月日：平成 6年10月 1日
ート芝２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03,8186,3 大倉歯科 〒108-0073 金属床による総義歯の提供

港区三田三丁目１番１１号　エッ       （金属総義歯）第   807号                徴収開始年月日：平成 6年 8月23日
ク三田ビル５階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03,8206,9 ヨシエ歯科医院 〒105-0014 金属床による総義歯の提供

港区芝三丁目２７番５号       （金属総義歯）第   813号                徴収開始年月日：平成 7年 1月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          01:白金                                               600,000    600,000    
          02:金                                                 600,000    600,000    
          03:コバルト                                           348,000    348,000    
          04:チタン                                             398,000    398,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03,8207,7 志村デンタルクリニッ〒105-0003 金属床による総義歯の提供

ク 港区西新橋一丁目１９番６号　桔       （金属総義歯）第   814号                徴収開始年月日：平成 7年 7月 1日
梗備前ビル３階３０２           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03,8224,2 大塚歯科医院 〒107-0062 う蝕に罹患している患者の指導管理

港区南青山四丁目９番１７号       （う蝕管理）第  1186号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      3,150          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03,8229,1 いがらしデンタルクリ〒105-0004 金属床による総義歯の提供

ニック 港区新橋一丁目９番１号　北川ビ       （金属総義歯）第   820号                徴収開始年月日：平成 8年 2月 1日
ル３階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日     44

03,8233,3 亀田デンタルクリニッ〒105-0004 金属床による総義歯の提供
ク 港区新橋三丁目２番６号　杉本ビ       （金属総義歯）第  9193号                徴収開始年月日：平成20年 1月 4日

ル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          01:白金                                               600,000    600,000    
          02:金                                                 500,000    500,000    
          03:コバルト                                           250,000    250,000    
          04:チタン                                             400,000    400,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03,8245,7 大熊歯科医院 〒105-0004 う蝕に罹患している患者の指導管理

港区新橋三丁目９番９号　喜三郎       （う蝕管理）第   395号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
ビル２階           継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03,8251,5 医療法人社団　啓歯会〒105-0022 金属床による総義歯の提供

　国際浜松町ビル歯科港区海岸一丁目９番１８号　国際       （金属総義歯）第  6247号                徴収開始年月日：平成 8年 6月 1日
浜松町ビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          01:白金                                               800,000    800,000    
          02:金                                                 700,000    700,000    
          03:コバルト                                           300,000    300,000    
          04:チタン                                             500,000    500,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03,8254,9 小森歯科医院 〒108-0074 う蝕に罹患している患者の指導管理

港区高輪一丁目２１番３号       （う蝕管理）第  1286号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03,8263,0 医療法人社団　仁寿会〒106-0045 金属床による総義歯の提供

　麻布十番デンタルク港区麻布十番二丁目２１番４号　       （金属総義歯）第  6419号                徴収開始年月日：平成 8年10月 1日
リニック ローレル麻布十番２０１           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03,8269,7 医療法人社団　清養会〒105-0003 金属床による総義歯の提供

　大坪歯科医院 港区西新橋一丁目５番１２号　佐       （金属総義歯）第  6469号                徴収開始年月日：平成 8年 9月25日
野ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03,8271,3 医療法人社団　皓和会〒108-0014 金属床による総義歯の提供

　とがし歯科医院 港区芝五丁目３１番１６号　ＹＣ       （金属総義歯）第  6470号                徴収開始年月日：平成 8年10月 1日
Ｃビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

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 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03,8272,1 長井歯科診療所 〒105-0004 金属床による総義歯の提供

港区新橋一丁目１５番１０号　長       （金属総義歯）第  6471号                徴収開始年月日：平成 8年 9月24日
井ビル２，３階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   486号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日     45

03,8274,7 青木歯科医院 〒105-0014 金属床による総義歯の提供
港区芝二丁目３０番６号       （金属総義歯）第  6499号                徴収開始年月日：平成 8年10月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03,8275,4 小﨑歯科クリニック 〒105-0004 金属床による総義歯の提供

港区新橋三丁目１３番５号　新橋       （金属総義歯）第  6566号                徴収開始年月日：平成 9年 2月 1日
カシマビル５階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1065号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03,8285,3 第一歯科診療所 〒105-0004 金属床による総義歯の提供

港区新橋一丁目１３番１２号　堤       （金属総義歯）第  6569号                徴収開始年月日：平成 9年 1月 1日
ビル７階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03,8292,9 大西歯科モノレールビ〒105-0013 金属床による総義歯の提供

ル診療所 港区浜松町二丁目４番１２号　モ       （金属総義歯）第  6642号                徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
ノレールビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   635号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03,8293,7 安藤歯科医院 〒105-0001 金属床による総義歯の提供

港区虎ノ門五丁目１番５号　４５       （金属総義歯）第  6595号                徴収開始年月日：平成 9年 4月 3日
森ビル地下１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03,8295,2 医療法人社団　澤歯科〒108-0074 金属床による総義歯の提供

医院 港区高輪三丁目５番２３号　日本       （金属総義歯）第  6596号                徴収開始年月日：平成 9年 3月 1日
生命高輪台ビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   292号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03,8296,0 医療法人社団　正衛会〒107-0062 金属床による総義歯の提供

　田中歯科医院 港区南青山一丁目１番１号　新青       （金属総義歯）第  8333号                徴収開始年月日：平成15年 8月21日
山ビル西館３階３５６区           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          01:白金                                               300,000    300,000    
          02:金                                                 250,000    250,000    
          03:コバルト                                           150,000    150,000    
          04:チタン                                             200,000    200,000    

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



保険外併用療養費医療機関名簿

 医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 病床数

[　　　　　　　　 現在 作成         頁

報告内容医療機関番号

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日     46

03,8297,8 かない歯科医院 〒108-0072 金属床による総義歯の提供
港区白金三丁目２番６号　ＡＫビ       （金属総義歯）第  6704号                徴収開始年月日：平成 9年 5月 1日
ル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1481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      2,625          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03,8309,1 ミヤタデンタルオフィ〒106-0032 金属床による総義歯の提供

ス 港区六本木一丁目１０番１６号　       （金属総義歯）第  6862号                徴収開始年月日：平成 9年11月 1日
ホテルオークラ別館地下１階Ａー           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
１７号室 う蝕に罹患している患者の指導管理

      （う蝕管理）第  1708号                  徴収開始年月日：平成 9年11月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03,8328,1 刀根歯科医院 〒107-0062 金属床による総義歯の提供

港区南青山七丁目１２番１０号　       （金属総義歯）第  7083号                徴収開始年月日：平成10年 7月 1日
刀根ビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1855号                  徴収開始年月日：平成10年 7月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03,8336,4 斉藤歯科医院 〒108-6102 金属床による総義歯の提供

港区港南二丁目１５番２号　品川       （金属総義歯）第  7201号                徴収開始年月日：平成10年12月 9日
インターシティＢ棟２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03,8349,7 関口歯科医院 〒107-0061 金属床による総義歯の提供

港区北青山一丁目４番７号　宮島       （金属総義歯）第  7293号                徴収開始年月日：平成11年 4月 1日
ビル６階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03,8351,3 ナカダデンタルクリニ〒107-0052 金属床による総義歯の提供

ック 港区赤坂一丁目１２番３２号　ア       （金属総義歯）第  9615号                徴収開始年月日：平成23年 8月 1日
ーク森ビル３階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           525,000    525,000    
          04:チタン                                             892,500    892,500    
          02:金                                                 918,750    918,750    
          01:白金                                               945,000    945,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03,8367,9 歯科・芝クリニック 〒108-0014 金属床による総義歯の提供

港区芝五丁目５番２号　原野ビル       （金属総義歯）第  8157号                徴収開始年月日：平成11年 7月 1日
２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2037号                  徴収開始年月日：平成11年 7月 1日
          継続管理種類  　      価格

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日     47

03,8378,6 長坂歯科 〒108-0014 金属床による総義歯の提供
港区芝五丁目３４番６号　新田町       （金属総義歯）第  7491号                徴収開始年月日：平成11年 8月21日
ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03,8387,7 卓也デンタルクリニッ〒106-0047 う蝕に罹患している患者の指導管理

ク 港区南麻布二丁目２番１７号　第       （う蝕管理）第  2140号                  徴収開始年月日：平成12年 3月16日
２ゴチョウビル２階           継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03,8403,2 石川歯科医院 〒105-0003 金属床による総義歯の提供

港区西新橋一丁目２０番１０号　       （金属総義歯）第  7962号                徴収開始年月日：平成13年 7月 1日
サンライズ山西ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          01:白金                                               250,000               
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2188号                  徴収開始年月日：平成12年 6月 7日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03,8404,0 医療法人社団　済洋会〒106-0032 金属床による総義歯の提供

　久松歯科六本木診療港区六本木三丁目１１番７号　石       （金属総義歯）第  7632号                徴収開始年月日：平成12年 5月31日
所 渡ビル７階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2165号                  徴収開始年月日：平成12年 5月31日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03,8442,0 医療法人社団　美生会〒108-0072 金属床による総義歯の提供

　赤桐美生子歯科医院港区白金一丁目２５番３２号       （金属総義歯）第  9023号                徴収開始年月日：平成19年 3月 7日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
                                ニッケルクロム                  250,000    250,000    
          04:チタン                                             500,000    500,000    
          02:金                                                 500,000    500,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03,8453,7 ヨシノ歯科クリニック〒105-0001 金属床による総義歯の提供

港区虎ノ門一丁目４番４号　川村       （金属総義歯）第  7974号                徴収開始年月日：平成13年 7月 6日
ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          01:白金                                               525,000    525,000    
          02:金                                                 525,000    525,000    
          03:コバルト                                           262,500    262,500    
          04:チタン                                             367,500    367,500    

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日     48

03,8472,7 西辻歯科医院 〒108-0074 金属床による総義歯の提供
港区高輪三丁目９番４号       （金属総義歯）第  8091号                徴収開始年月日：平成14年 1月21日

          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    420,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2438号                  徴収開始年月日：平成14年 1月21日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      3,150          
          02:小窩裂溝填塞      3,150          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03,8488,3 藤岡デンタルクリニッ〒108-0071 金属床による総義歯の提供

ク 港区白金台三丁目１６番８号　ク       （金属総義歯）第  8114号                徴収開始年月日：平成14年 6月 1日
レール白金台２階Ｂ室           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03,8512,0 槙原歯科 〒105-7090 金属床による総義歯の提供

港区東新橋一丁目８番２号　電通       （金属総義歯）第  8211号                徴収開始年月日：平成14年12月 1日
本社ビルカレッタ汐留地下１階４           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
０２ う蝕に罹患している患者の指導管理

      （う蝕管理）第  2486号                  徴収開始年月日：平成14年12月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所        800          
          02:小窩裂溝填塞        800          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03,8542,7 エムデンタルオフィス〒105-0001 金属床による総義歯の提供

港区虎ノ門四丁目１番１４号　神       （金属総義歯）第  8287号                徴収開始年月日：平成15年 7月 1日
谷町プラザビル８階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2534号                  徴収開始年月日：平成15年 7月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03,8545,0 安斎歯科 〒108-0075 金属床による総義歯の提供

港区港南二丁目１６番３号　品川       （金属総義歯）第  8309号                徴収開始年月日：平成15年 8月 1日
グランドセントラルタワー１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2552号                  徴収開始年月日：平成15年 8月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03,8547,6 まえだ歯科 〒107-0052 金属床による総義歯の提供

港区赤坂三丁目７番１６号　越川       （金属総義歯）第  8345号                徴収開始年月日：平成15年 9月 1日
ビル２階           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  2572号                  徴収開始年月日：平成15年 9月 1日
          継続管理種類  　      価格

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日     49

03,8548,4 ヤマガタデンタルオフ〒105-0003 金属床による総義歯の提供
ィス 港区西新橋一丁目１４番１２号　       （金属総義歯）第  8443号                徴収開始年月日：平成16年 4月15日

不二ビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           367,500    367,500    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2629号                  徴収開始年月日：平成16年 4月15日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03,8551,8 和子．品川歯科医院 〒108-0075 金属床による総義歯の提供

港区港南二丁目２番３号　３階       （金属総義歯）第  8336号                徴収開始年月日：平成15年 9月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2563号                  徴収開始年月日：平成15年 9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      1,500          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03,8552,6 医療法人社団　歯周会〒106-0032 金属床による総義歯の提供

　六本木ヒルズ西堀歯港区六本木六丁目１０番１号　六       （金属総義歯）第  8341号                徴収開始年月日：平成15年 9月 1日
科 本木ヒルズ森タワー６階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03,8553,4 医療法人社団　Ｅ・Ａ〒105-0004 金属床による総義歯の提供

・Ｄ会　かない歯科 港区新橋二丁目１５番１７号　タ       （金属総義歯）第  8354号                徴収開始年月日：平成15年 9月 1日
マキビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03,8554,2 医療法人社団　昴会　〒107-0062 金属床による総義歯の提供

南青山　林歯科クリニ港区南青山二丁目２４番１０号　       （金属総義歯）第  8363号                徴収開始年月日：平成15年10月 2日
ック ヒロビル３階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03,8558,3 下村歯科クリニック 〒105-0003 金属床による総義歯の提供

港区西新橋一丁目１１番８号　安       （金属総義歯）第  8380号                徴収開始年月日：平成15年10月18日
井ビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03,8559,1 一村歯科 〒108-0014 金属床による総義歯の提供

港区芝五丁目３３番８号　第一田       （金属総義歯）第  8389号                徴収開始年月日：平成15年11月18日
町ビル地下１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03,8574,0 南部歯科 〒100-0211 金属床による総義歯の提供

大島町差木地字クダッチ       （金属総義歯）第  9007号                徴収開始年月日：平成16年 5月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
                                コバルトクロム                  157,500    157,500    
          04:チタン                                             189,000    189,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2962号                  徴収開始年月日：平成16年 5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      2,800          



保険外併用療養費医療機関名簿

 医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 病床数

[　　　　　　　　 現在 作成         頁

報告内容医療機関番号

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日     50

03,8582,3 医療法人社団　仁心会〒108-0023 金属床による総義歯の提供
　野尻歯科 港区芝浦四丁目１１番１２号       （金属総義歯）第  8487号                徴収開始年月日：平成16年 6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  2656号                  徴収開始年月日：平成16年 6月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      2,100          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03,8587,2 檜町デンタルオフィス〒107-0052 金属床による総義歯の提供

港区赤坂九丁目１番７号　秀和赤       （金属総義歯）第  8510号                徴収開始年月日：平成16年 7月 1日
坂レジデンシャルホテル１０６           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03,8605,2 ミノル歯科 〒106-0031 金属床による総義歯の提供

港区西麻布三丁目７番１５号       （金属総義歯）第  8546号                徴収開始年月日：平成16年 8月23日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2689号                  徴収開始年月日：平成16年 8月23日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03,8618,5 医療法人社団　日坂会〒105-0021 金属床による総義歯の提供

　東京汐留歯科クリニ港区東新橋一丁目９番１号　東京       （金属総義歯）第  8597号                徴収開始年月日：平成17年 2月 1日
ック 汐留ビルディング地下２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          04:チタン                                             500,000               
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2715号                  徴収開始年月日：平成17年 2月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,050          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03,8630,0 医療法人社団　皓宏会〒107-0052 金属床による総義歯の提供

　さいき歯科クリニッ港区赤坂五丁目４番１１号　山口       （金属総義歯）第  8652号                徴収開始年月日：平成17年 4月 1日
ク 建設ビル第２ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          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  2740号                  徴収開始年月日：平成17年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03,8633,4 ささやデンタルクリニ〒107-0052 金属床による総義歯の提供

ック 港区赤坂二丁目１７番５８号　赤       （金属総義歯）第  8673号                徴収開始年月日：平成17年 6月 1日
坂福住ビル１階Ｂ号室           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2753号                  徴収開始年月日：平成17年 6月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03,8635,9 森山歯科医院 〒107-0052 金属床による総義歯の提供

港区赤坂二丁目２番１９号　アド       （金属総義歯）第  8650号                徴収開始年月日：平成17年 5月 9日
レスビル地下１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日     51

03,8653,2 麻布十番Ｄデンタルオ〒106-0045 金属床による総義歯の提供
フィス 港区麻布十番一丁目４番７号　麻       （金属総義歯）第  8798号                徴収開始年月日：平成18年 1月25日

布マスターズ２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2825号                  徴収開始年月日：平成18年 1月25日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03,8670,6 医療法人社団　光雙会〒108-0075 金属床による総義歯の提供

　市川歯科医院 港区港南二丁目１６番７－２０１       （金属総義歯）第  8830号                徴収開始年月日：平成18年 3月 1日
号　品川Ｖタワー２０１－１号室           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2846号                  徴収開始年月日：平成18年 3月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03,8673,0 橋口歯科赤坂ガーデン〒107-0052 金属床による総義歯の提供

シティ 港区赤坂四丁目１５番１号　赤坂       （金属総義歯）第  8860号                徴収開始年月日：平成18年 3月30日
ガーデンシティ地下２階００４号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2862号                  徴収開始年月日：平成18年 3月30日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03,8675,5 南歯科医院 〒100-2101 金属床による総義歯の提供

小笠原村父島字東町２０番８号　       （金属総義歯）第  8877号                徴収開始年月日：平成18年 6月 1日
岡本ビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2875号                  徴収開始年月日：平成18年 6月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,000          
          02:小窩裂溝填塞      1,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03,8678,9 山歯科医院 〒107-0052 金属床による総義歯の提供

港区赤坂二丁目２０番１２号       （金属総義歯）第  8863号                徴収開始年月日：平成18年 3月 7日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2866号                  徴収開始年月日：平成18年 3月 7日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03,8682,1 医療法人社団　将森会〒105-0023 金属床による総義歯の提供

　さくらデンタルクリ港区芝浦一丁目２番１号　シーバ       （金属総義歯）第  8905号                徴収開始年月日：平成18年 6月 1日
ニック ンスＮ館１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2900号                  徴収開始年月日：平成18年 6月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,000          
          02:小窩裂溝填塞      1,000          

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日     52

03,8684,7 富田歯科医院 〒105-0004 金属床による総義歯の提供
港区新橋三丁目１番１０号　石井       （金属総義歯）第  8913号                徴収開始年月日：平成18年 8月 1日
ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03,8687,0 中野歯科医院 〒106-0046 金属床による総義歯の提供

港区元麻布二丁目２番１号       （金属総義歯）第  8957号                徴収開始年月日：平成18年 9月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           500,000    500,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03,8694,6 グランティース白金台〒108-0071 う蝕に罹患している患者の指導管理

歯科 港区白金台四丁目２番１１号　白       （う蝕管理）第  2931号                  徴収開始年月日：平成18年12月 1日
金台クレストビル１階           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          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03,8700,1 白金山内歯科室 〒108-0072 う蝕に罹患している患者の指導管理

港区白金三丁目１０番６号　コス       （う蝕管理）第  2940号                  徴収開始年月日：平成18年12月 1日
モ白金シティフォルム１０３           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          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03,8719,1 医療法人社団　真洋会〒107-0062 金属床による総義歯の提供

　天野歯科 港区南青山五丁目１０番１９号　       （金属総義歯）第  9375号                徴収開始年月日：平成21年 2月27日
青山真洋ビル４階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          01:白金                                               840,000    840,000    
          02:金                                                 735,000    735,000    
          03:コバルト                                           420,000    420,000    
          04:チタン                                             472,500    472,500    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  3014号                  徴収開始年月日：平成19年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      3,150          
          02:小窩裂溝填塞      3,150          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03,8720,9 新橋駅前ビル歯科 〒105-0004 金属床による総義歯の提供

港区新橋二丁目２０番１５号　新       （金属総義歯）第  9077号                徴収開始年月日：平成19年 5月 1日
橋駅前ビル１号館３階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          01:白金                                               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  3015号                  徴収開始年月日：平成19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          

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日     53

03,8742,3 児玉歯科医院 〒107-0052 金属床による総義歯の提供
港区赤坂六丁目４番２０号       （金属総義歯）第  9194号                徴収開始年月日：平成19年10月20日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          01:白金                                               600,000    600,000    
          02:金                                                 500,000    500,000    
                                バイタリウム                    300,000    300,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03,8743,1 サンヒルズ歯科クリニ〒108-0073 金属床による総義歯の提供

ック 港区三田五丁目１１番１０号　サ       （金属総義歯）第  9195号                徴収開始年月日：平成19年10月23日
ンヒルズ２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          01:白金                                               800,000    800,000    
          02:金                                                 700,000    700,000    
          03:コバルト                                           300,000    300,000    
          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  3096号                  徴収開始年月日：平成19年10月23日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      3,500          
          02:小窩裂溝填塞      2,500          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03,8745,6 医療法人社団　日坂会〒105-0022 金属床による総義歯の提供

　東京浜松町歯科クリ港区海岸一丁目２番２０号　汐留       （金属総義歯）第  9196号                徴収開始年月日：平成20年 1月 1日
ニック ビルディング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    420,000    
          02:金                                                 525,000    525,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  3097号                  徴収開始年月日：平成20年 1月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,050          
          02:小窩裂溝填塞      1,050          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03,8747,2 増木歯科医院 〒100-0101 金属床による総義歯の提供

大島町元町四丁目１４番地２４       （金属総義歯）第  9230号                徴収開始年月日：平成20年 2月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           200,000    200,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03,8749,8 石井歯科診療所 〒105-0003 金属床による総義歯の提供

港区西新橋三丁目２３番１３号       （金属総義歯）第  9231号                徴収開始年月日：平成19年12月16日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           273,000    273,000    
                                パラジューム                    273,000    273,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  3121号                  徴収開始年月日：平成19年12月16日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      5,000          
          02:小窩裂溝填塞      3,000          



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日     54

03,8758,9 石川デンタルクリニッ〒107-0052 金属床による総義歯の提供
ク 港区赤坂五丁目３番１号　赤坂Ｂ       （金属総義歯）第  9835号                徴収開始年月日：平成26年 4月10日

ｉｚタワー１０５－２           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          04:チタン                                             320,000               

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03,8774,6 六本木歯科医院 〒106-0032 金属床による総義歯の提供

港区六本木七丁目１８番５号　ソ       （金属総義歯）第  9341号                徴収開始年月日：平成20年 9月 1日
フィア六本木１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           300,000    300,000    
          02:金                                                 800,000    800,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03,8783,7 木内歯科クリニック 〒106-0044 金属床による総義歯の提供

港区東麻布一丁目２８番１号　パ       （金属総義歯）第  9352号                徴収開始年月日：平成20年12月 1日
ークサイド麻布１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           350,000    350,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  3189号                  徴収開始年月日：平成20年12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          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03,8836,3 小見山歯科医院 〒107-0062 金属床による総義歯の提供

港区南青山二丁目２７番２１号　       （金属総義歯）第  9500号                徴収開始年月日：平成22年 5月28日
青山エムエービルディング３階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           300,000    300,000    
          04:チタン                                             700,000    700,000    
          01:白金                                             1,100,000  1,100,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03,8854,6 医療法人社団　浩整会〒135-0091 金属床による総義歯の提供

　お台場山本歯科医院港区台場一丁目５番７号　トミン       （金属総義歯）第  9537号                徴収開始年月日：平成22年10月 1日
ハイム台場五番街１０６号室           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          04:チタン                                             350,000    350,000    
          03:コバルト                                           300,000    300,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03,8855,3 片平歯科医院 〒105-0001 う蝕に罹患している患者の指導管理

港区虎ノ門三丁目７番１２号　虎       （う蝕管理）第  3312号                  徴収開始年月日：平成22年10月 1日
ノ門３丁目アネックス１階           継続管理種類  　      価格

          02:小窩裂溝填塞      1,050          
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03,8870,2 かとうまみ歯科 〒108-0073 金属床による総義歯の提供

港区三田五丁目６番８号　中村ビ       （金属総義歯）第  9590号                徴収開始年月日：平成23年 3月28日
ル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           420,000    420,000    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日     55

03,8875,1 伊皿子おおね歯科医院〒108-0074 金属床による総義歯の提供
港区高輪一丁目５番２１号　ルー       （金属総義歯）第  9602号                徴収開始年月日：平成23年 7月 1日
ト高輪ビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           262,500    262,500    
          01:白金                                               367,500    367,500    
          04:チタン                                             420,000    420,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  3356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      3,150          
          02:小窩裂溝填塞      1,050          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03,8892,6 医療法人社団　青山創〒107-0062 金属床による総義歯の提供

心会　萬屋歯科医院 港区南青山一丁目１番１号　新青       （金属総義歯）第  9655号                徴収開始年月日：平成23年11月 1日
山ビル西館３階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           250,000    250,000    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03,8894,2 芳賀歯科医院 〒107-0052 金属床による総義歯の提供

港区赤坂三丁目１５番９号　赤坂       （金属総義歯）第  9658号                徴収開始年月日：平成23年10月17日
萬屋ビル２階           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  3385号                  徴収開始年月日：平成23年10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      2,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03,8896,7 医療法人社団　マハロ〒105-0004 金属床による総義歯の提供

会　新橋赤レンガ通り港区新橋四丁目５番１５号　新橋       （金属総義歯）第 10014号                徴収開始年月日：平成29年12月 1日
歯科クリニック 新和ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           296,350    296,350    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03,8899,1 三慶歯科クリニック 〒108-0073 金属床による総義歯の提供

港区三田三丁目４番１２号　田村       （金属総義歯）第  9673号                徴収開始年月日：平成24年 1月 1日
ビル３・４階           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    
          01:白金                                               600,000    500,000    
          02:金                                                 600,000    500,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03,8910,6 岩崎歯科医院 〒105-0021 金属床による総義歯の提供

港区東新橋二丁目５番１４号　Ｍ       （金属総義歯）第  9766号                徴収開始年月日：平成25年 2月28日
ＳＫ新橋ビル１階           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                                               1,000,000  1,000,000    



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日     56

03,8923,9 南青山アイリス歯科 〒107-0062 金属床による総義歯の提供
港区南青山七丁目１１番５号　Ｈ       （金属総義歯）第  9712号                徴収開始年月日：平成24年 8月 1日
ＯＵＳＥ７１１５　１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           409,500    409,500    
          04:チタン                                             619,500    619,500    
          01:白金                                             1,029,000  1,029,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  3421号                  徴収開始年月日：平成24年 8月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,050          
          02:小窩裂溝填塞      2,100          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03,8926,2 医療法人社団　寿幸会〒106-0032 金属床による総義歯の提供

　笠原歯科 港区六本木七丁目１５番１７号　       （金属総義歯）第  9735号                徴収開始年月日：平成24年 8月 1日
ユニ六本木ビル４階Ｂ号室           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          01:白金                                               600,000    600,000    
          02:金                                                 800,000    800,000    
          03:コバルト                                           300,000    300,000    
          04:チタン                                             500,000    500,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03,8928,8 新赤坂歯科 〒107-0052 金属床による総義歯の提供

港区赤坂三丁目２１番８号　久保       （金属総義歯）第  9736号                徴収開始年月日：平成24年 9月 1日
ビル３階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           340,000    340,000    
          04:チタン                                             490,000    490,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03,8936,1 医療法人社団　真正会〒105-0001 う蝕に罹患している患者の指導管理

　まさいデンタルクリ港区虎ノ門一丁目１番２３号　虎       （う蝕管理）第  3442号                  徴収開始年月日：平成24年12月 1日
ニック ノ門東宝ビル２階           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          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03,8937,9 青山神宮外苑歯科 〒107-0061 う蝕に罹患している患者の指導管理

港区北青山二丁目７番２５号　神       （う蝕管理）第  3443号                  徴収開始年月日：平成24年12月 7日
宮外苑ビル２号館８階           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          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03,8938,7 加茂歯科医院 〒105-0001 金属床による総義歯の提供

港区虎ノ門二丁目３番１７号　虎       （金属総義歯）第  9763号                徴収開始年月日：平成24年12月25日
ノ門２丁目タワー１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          04:チタン                                             350,000    350,000    
          03:コバルト                                           270,000    270,000    
          02:金                                                 500,000    500,000    

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日     57

03,8958,5 ＮＡＫＡＮＯ　ＤＥＮ〒108-0071 金属床による総義歯の提供
ＴＡＬ 港区白金台二丁目５番１２号　サ       （金属総義歯）第  9792号                徴収開始年月日：平成25年 7月 1日

ンビューハイツ高輪台１０２号室           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          04:チタン                                             735,000    525,000    
          03:コバルト                                           630,000    420,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04,4089,1 加藤歯科医院 〒162-0065 金属床による総義歯の提供

新宿区住吉町１５番地３４       （金属総義歯）第   832号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          04:チタン                                             250,000               

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04,4172,5 藤本歯科医院 〒162-0802 金属床による総義歯の提供

新宿区改代町１５番地       （金属総義歯）第   839号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04,4223,6 新谷歯科医院 〒162-0056 金属床による総義歯の提供

新宿区若松町６番１５号       （金属総義歯）第   848号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1573号                  徴収開始年月日：平成 9年 6月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04,4263,2 安室歯科 〒162-0067 金属床による総義歯の提供

新宿区富久町１６番１４号       （金属総義歯）第   850号                徴収開始年月日：平成 6年 8月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04,4325,9 浅井歯科 〒162-0803 金属床による総義歯の提供

新宿区赤城下町８０番地       （金属総義歯）第   857号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   379号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04,4351,5 富士川歯科医院 〒162-0851 金属床による総義歯の提供

新宿区弁天町１７８番地１       （金属総義歯）第   866号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04,4385,3 小林歯科診療所 〒169-0073 金属床による総義歯の提供

新宿区百人町一丁目５番１号　百       （金属総義歯）第   870号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
人町ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04,4492,7 植杉歯科医院 〒161-0032 金属床による総義歯の提供

新宿区中落合三丁目２３番２２号       （金属総義歯）第   898号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日     58

04,4493,5 医療法人社団　歯友会〒163-0203 金属床による総義歯の提供
　赤羽歯科（新宿） 新宿区西新宿二丁目６番１号　新       （金属総義歯）第  9508号                徴収開始年月日：平成22年 8月 1日

宿住友ビル３階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          01:白金                                               420,000    420,000    
          03:コバルト                                           210,000    210,000    
          04:チタン                                             262,500    262,500    
                                チタン合金（窒化）              315,000    315,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04,4495,0 佐々木歯科医院 〒160-0023 金属床による総義歯の提供

新宿区西新宿四丁目４番２号       （金属総義歯）第   900号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04,4541,1 渡辺歯科医院 〒162-0804 金属床による総義歯の提供

新宿区中里町３０番地       （金属総義歯）第   912号                徴収開始年月日：平成 6年 7月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04,4548,6 矢島歯科クリニック 〒162-0041 金属床による総義歯の提供

新宿区早稲田鶴巻町５７１番地　       （金属総義歯）第   910号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
矢島ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04,4550,2 津田歯科医院 〒169-0051 金属床による総義歯の提供

新宿区西早稲田三丁目２８番９号       （金属総義歯）第   911号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04,4559,3 後藤歯科医院 〒160-0023 金属床による総義歯の提供

新宿区西新宿七丁目９番１２号　       （金属総義歯）第   913号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
鈴和ビル３階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04,4564,3 堀内歯科医院 〒160-0022 金属床による総義歯の提供

新宿区新宿一丁目１６番１０号カ       （金属総義歯）第  9520号                徴収開始年月日：平成22年 8月10日
テリーナネオハイツ２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          04:チタン                                             200,000               
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04,4570,0 奥村歯科医院 〒162-0824 金属床による総義歯の提供

新宿区揚場町２番地２０　大和ビ       （金属総義歯）第   917号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
ル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04,4581,7 新宿菊地歯科医院 〒160-0022 金属床による総義歯の提供

新宿区新宿三丁目３７番１１号　       （金属総義歯）第   921号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
安与ビル４階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日     59

04,4590,8 神楽坂歯科 〒162-0825 金属床による総義歯の提供
新宿区神楽坂六丁目３８番地　中       （金属総義歯）第  7394号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
島ビル５０１           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          01:白金                                               630,000               
          03:コバルト                                           300,000               
          04:チタン                                             350,000               
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1266号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月16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      2,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04,4595,7 有宏歯科医院 〒160-0023 金属床による総義歯の提供

新宿区西新宿七丁目１０番１０号       （金属総義歯）第   928号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
　西村ビル３階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   634号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04,4602,1 北澤歯科医院 〒160-0004 金属床による総義歯の提供

新宿区四谷三丁目８番地３       （金属総義歯）第   888号                徴収開始年月日：平成 7年 2月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1833号                  徴収開始年月日：平成10年 5月15日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04,4608,8 山崎歯科医院 〒161-0033 金属床による総義歯の提供

新宿区下落合三丁目１番１７号　       （金属総義歯）第   933号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
メゾン目白１０３号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04,4612,0 中西歯科医院 〒160-0022 金属床による総義歯の提供

新宿区新宿三丁目４番１号　東新       （金属総義歯）第   934号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
宿ビル５階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04,4614,6 三珠歯科医院 〒169-0074 金属床による総義歯の提供

新宿区北新宿三丁目１番５号       （金属総義歯）第   935号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日     60

04,4618,7 秋山歯科医院 〒161-0034 金属床による総義歯の提供
新宿区上落合一丁目１番１５号       （金属総義歯）第   936号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          01:白金                                               500,000    500,000    
          02:金                                                 500,000    500,000    
          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   582号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      3,150          
          02:小窩裂溝填塞      3,150          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04,4622,9 天祐堂歯科医院 〒169-0074 金属床による総義歯の提供

新宿区北新宿四丁目２３番２号　       （金属総義歯）第   938号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
メゾン田中１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04,4627,8 第二濱野歯科医院 〒169-0074 金属床による総義歯の提供

新宿区北新宿一丁目１番１１号       （金属総義歯）第   941号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04,4634,4 田口歯科医院 〒160-0023 金属床による総義歯の提供

新宿区西新宿四丁目３１番３号　       （金属総義歯）第   946号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
リヴュール新宿２０１号           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  1131号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04,4661,7 伊吹歯科医院 〒162-0064 金属床による総義歯の提供

新宿区市谷仲之町３番２２号       （金属総義歯）第   948号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   299号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      3,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04,4665,8 奥野歯科矯正歯科医院〒160-0004 金属床による総義歯の提供

新宿区四谷一丁目２番地１　三浜       （金属総義歯）第   949号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
ビル４階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04,4666,6 岡峰歯科医院 〒161-0033 金属床による総義歯の提供

新宿区下落合二丁目１０番５号       （金属総義歯）第   950号                徴収開始年月日：平成 6年 8月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日     61

04,4719,3 村塚歯科医院 〒169-0075 金属床による総義歯の提供
新宿区高田馬場二丁目１３番８号       （金属総義歯）第   963号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04,4740,9 国井歯科医院 〒169-0072 金属床による総義歯の提供

新宿区大久保二丁目１９番１号　       （金属総義歯）第   967号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
セントラル大久保ビル３０２           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          04:チタン                                             350,000               
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04,4746,6 青葉歯科医院 〒162-0067 金属床による総義歯の提供

新宿区富久町１１番５号　１０６       （金属総義歯）第   969号                徴収開始年月日：平成 6年 7月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04,4781,3 高橋歯科医院 〒160-0022 金属床による総義歯の提供

新宿区新宿七丁目３番３９号       （金属総義歯）第   976号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           262,500    262,500    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04,4782,1 東京都立心身障害者口〒162-0823 う蝕に罹患している患者の指導管理

腔保健センター 新宿区神楽河岸１番地１       （う蝕管理）第  1558号                  徴収開始年月日：平成 9年 7月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04,4784,7 臼井歯科 〒162-0825 金属床による総義歯の提供

新宿区神楽坂二丁目１２番地１　       （金属総義歯）第   977号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
ラインビルド神楽坂１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04,4801,9 青木第二歯科医院 〒162-0803 金属床による総義歯の提供

新宿区赤城下町３３番２３号       （金属総義歯）第   980号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   697号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04,4803,5 落合歯科医院 〒161-0032 金属床による総義歯の提供

新宿区中落合三丁目４番１９号       （金属総義歯）第   981号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1083号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04,4814,2 恵愛歯科西口診療所 〒160-0023 金属床による総義歯の提供

新宿区西新宿七丁目１０番６号　       （金属総義歯）第   983号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
西新宿小林ビル３階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          04:チタン                                             450,000    450,000    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日     62

04,4857,1 斉藤歯科医院 〒160-0004 金属床による総義歯の提供
新宿区四谷三丁目１番地　福島ビ       （金属総義歯）第   991号                徴収開始年月日：平成 6年 7月 1日
ル３階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04,4867,0 浜野歯科医院 〒169-0074 金属床による総義歯の提供

新宿区北新宿一丁目１番１１号       （金属総義歯）第   995号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第    85号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04,4869,6 ヒロ歯科クリニック 〒160-0004 金属床による総義歯の提供

新宿区四谷一丁目８番地　中川ビ       （金属総義歯）第   996号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
ル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04,4881,1 村田歯科医院 〒169-0072 金属床による総義歯の提供

新宿区大久保二丁目５番２号       （金属総義歯）第  1003号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04,4891,0 医療法人社団　憲英会〒169-0074 金属床による総義歯の提供

　カモハラ歯科医院 新宿区北新宿一丁目２８番１５号       （金属総義歯）第  1005号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
　中田ビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   402号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04,4892,8 山形歯科医院 〒160-0023 金属床による総義歯の提供

新宿区西新宿八丁目５番３号　渡       （金属総義歯）第  1006号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
辺ビル３階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   854号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04,4894,4 磯谷歯科診療所 〒162-0041 金属床による総義歯の提供

新宿区早稲田鶴巻町５５３番地       （金属総義歯）第  1007号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          04:チタン                                             300,000    300,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04,4898,5 カワサキ歯科クリニッ〒162-0041 金属床による総義歯の提供

ク 新宿区早稲田鶴巻町５１９番地       （金属総義歯）第  1009号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           220,000               

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04,4901,7 中西歯科医院 〒162-0843 金属床による総義歯の提供

新宿区市谷田町一丁目３番地　ク       （金属総義歯）第  1011号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
レセントビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日     63

04,4902,5 飯田橋なかしま歯科医〒162-0824 金属床による総義歯の提供
院 新宿区揚場町２番地１６　中嶋ビ       （金属総義歯）第  1012号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日

ル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04,4906,6 市川歯科 〒169-0073 金属床による総義歯の提供

新宿区百人町二丁目３番２３号　       （金属総義歯）第  1014号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
三軒屋ビル３階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   579号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04,4912,4 医療法人社団　中島歯〒160-0021 金属床による総義歯の提供

科医院 新宿区歌舞伎町二丁目２番２１号       （金属総義歯）第  1016号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
　ライオンズマンション歌舞伎町           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
１０２号

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04,4921,5 杉井歯科医院 〒162-0052 金属床による総義歯の提供

新宿区戸山三丁目１０番１３号       （金属総義歯）第  1021号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
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 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04,4922,3 渡辺歯科医院 〒160-0022 金属床による総義歯の提供

新宿区新宿一丁目１０番２号　渡       （金属総義歯）第  1022号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
辺ビル５階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04,4928,0 西條歯科医院 〒162-0827 金属床による総義歯の提供

新宿区若宮町１４番地       （金属総義歯）第  1025号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04,4931,4 みよし歯科 〒169-0072 う蝕に罹患している患者の指導管理

新宿区大久保三丁目１０番１号　       （う蝕管理）第   604号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
ニュータウンオオクボ１階           継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04,4932,2 医療法人社団　秀飛会〒162-0045 金属床による総義歯の提供

　優ビル歯科医院 新宿区馬場下町６２番地　優ビル       （金属総義歯）第  1027号                徴収開始年月日：平成 6年 7月 1日
２階           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    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   304号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      4,200          
          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

[　　　　　　　　 現在 作成         頁

報告内容医療機関番号

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日     64

04,4936,3 医療法人社団　治恵会〒169-0073 金属床による総義歯の提供
　古川歯科クリニック新宿区百人町三丁目１番６号　西       （金属総義歯）第  1028号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日

戸山タワーホウムズ           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1033号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04,4937,1 医療法人社団　弘宣会〒162-0065 金属床による総義歯の提供

　鈴木歯科医院 新宿区住吉町４番１号　四谷ガー       （金属総義歯）第  1030号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
デニア１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04,4940,5 藤井歯科医院 〒162-0042 金属床による総義歯の提供

新宿区早稲田町６６番地　安商ビ       （金属総義歯）第  1033号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
ル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   205号                  徴収開始年月日：平成 9年 4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          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04,4946,2 西崎歯科クリニック 〒162-0063 金属床による総義歯の提供

新宿区市谷薬王寺町６６番地　戸       （金属総義歯）第  1036号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
塚ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04,4948,8 豊ビル歯科 〒161-0033 金属床による総義歯の提供

新宿区下落合三丁目１２番２３号       （金属総義歯）第  1038号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
　豊ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04,4951,2 医療法人社団　栄光会〒169-0075 金属床による総義歯の提供

　冨岡歯科医院 新宿区高田馬場三丁目２番５号　       （金属総義歯）第  1041号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
ＡＮビル５階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04,4953,8 庄司歯科医院 〒169-0075 金属床による総義歯の提供

新宿区高田馬場三丁目３７番１号       （金属総義歯）第  1043号                徴収開始年月日：平成 7年 6月 1日
　アルトビル２０１号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          01:白金                                               500,000    500,000    
          02:金                                                 500,000    500,000    
          03:コバルト                                           300,000    300,000    
          04:チタン                                             400,000    400,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04,4954,6 竹村歯科医院 〒169-0072 金属床による総義歯の提供

新宿区大久保一丁目３番２２号　       （金属総義歯）第  1044号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
ヴァンヴェール新宿１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日     65

04,4957,9 中野歯科医院 〒169-0051 金属床による総義歯の提供
新宿区西早稲田二丁目５番１６号       （金属総義歯）第  1045号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
　パシフィック早稲田２０１号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1155号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04,4960,3 吉井歯科医院 〒160-0023 金属床による総義歯の提供

新宿区西新宿七丁目２０番２号　       （金属総義歯）第  1047号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
愛美堂ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1194号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04,4962,9 村上歯科医院 〒169-0072 金属床による総義歯の提供

新宿区大久保三丁目２番１号       （金属総義歯）第  1049号                徴収開始年月日：平成 6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    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1223号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04,4967,8 西川デンタルクリニッ〒161-0031 金属床による総義歯の提供

ク 新宿区西落合三丁目３０番８号　       （金属総義歯）第  1052号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
ウメダビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04,4968,6 医療法人社団　研整会〒160-0023 金属床による総義歯の提供

　西新宿歯科クリニッ新宿区西新宿四丁目３番１３号　       （金属総義歯）第  1053号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
ク 西新宿三関ビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           250,000    250,000    
          04:チタン                                             350,000    350,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1275号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04,4971,0 医療法人社団　創心会〒161-0033 金属床による総義歯の提供

　坂本歯科医院 新宿区下落合三丁目５番７号       （金属総義歯）第  1056号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
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 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日     66

04,4976,9 医療法人社団　正淳会〒161-0033 金属床による総義歯の提供
　林辺歯科医院下落合新宿区下落合一丁目１５番８号       （金属総義歯）第  1060号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
診療所           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           240,000    240,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   585号                  徴収開始年月日：平成 9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      3,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04,4984,3 医療法人社団　昇歯会〒169-0075 金属床による総義歯の提供

　すどう歯科 新宿区高田馬場四丁目１１番９号       （金属総義歯）第  1062号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
　三協ビル３階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04,4985,0 おざわ歯科医院 〒162-0843 金属床による総義歯の提供

新宿区市谷田町一丁目１番地　Ａ       （金属総義歯）第  1063号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
Ｔビル３階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   934号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04,4987,6 板谷歯科医院 〒161-0031 金属床による総義歯の提供

新宿区西落合四丁目１６番１１号       （金属総義歯）第  1064号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04,4989,2 新宿３丁目歯科医院 〒160-0022 金属床による総義歯の提供

新宿区新宿三丁目２３番１４号　       （金属総義歯）第  1065号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
謝ビル６階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04,4994,2 福山歯科医院 〒162-0066 金属床による総義歯の提供

新宿区市谷台町６番１０号　フク       （金属総義歯）第  1067号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
ヤマハイツ２０５           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04,4996,7 仲俣歯科医院 〒162-0814 金属床による総義歯の提供

新宿区新小川町５番２４号       （金属総義歯）第  9793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                                           367,500    367,500    
          04:チタン                                             472,500    472,500    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04,4998,3 北村歯科医院 〒162-0824 金属床による総義歯の提供

新宿区揚場町２番地２４　飯塚ビ       （金属総義歯）第  1071号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
ル４階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          01:白金                                               900,000    900,000    
          02:金                                                 900,000    900,000    
          03:コバルト                                           300,000    300,000    
          04:チタン                                             400,000    400,000    



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日     67

04,4999,1 西早稲田歯科 〒169-0051 金属床による総義歯の提供
新宿区西早稲田一丁目２１番２号       （金属総義歯）第  1072号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
　南ウィング２階２０３           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   733号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04,8000,4 のがみ歯科 〒169-0051 金属床による総義歯の提供

新宿区西早稲田一丁目１１番７号       （金属総義歯）第  1073号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04,8001,2 医療法人社団　恵洋会〒163-0605 金属床による総義歯の提供

　えばた歯科 新宿区西新宿一丁目２５番１号　       （金属総義歯）第  1074号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
新宿センタービル５階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1400号                  徴収開始年月日：平成 9年 5月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04,8002,0 医療法人社団　優誠会〒160-0023 金属床による総義歯の提供

　グリーンタワー歯科新宿区西新宿六丁目１４番１号　       （金属総義歯）第  1075号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
新宿グリーンタワービル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04,8007,9 岩永歯科医院 〒160-0022 金属床による総義歯の提供

新宿区新宿一丁目１４番１号　岩       （金属総義歯）第  1078号                徴収開始年月日：平成 6年 7月 1日
永ビル３階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04,8010,3 矢郷歯科医院 〒169-0073 金属床による総義歯の提供

新宿区百人町三丁目９番４号　篠       （金属総義歯）第  1080号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
原ビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04,8011,1 浅井歯科医院 〒162-0856 金属床による総義歯の提供

新宿区市谷甲良町２番１８号　ヴ       （金属総義歯）第  1081号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
ィラージュ浅井           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1872号                  徴収開始年月日：平成10年 8月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04,8012,9 南保歯科医院 〒161-0032 金属床による総義歯の提供

新宿区中落合一丁目１５番３３号       （金属総義歯）第  1082号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日     68

04,8023,6 水口歯科医院 〒162-0045 金属床による総義歯の提供
新宿区馬場下町６２番地　三朝庵       （金属総義歯）第  1086号                徴収開始年月日：平成 7年 6月19日
ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1115号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所        500          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04,8027,7 医療法人社団　剛英会〒162-0065 う蝕に罹患している患者の指導管理

　清水歯科クリニック新宿区住吉町６番６号　日本メー       （う蝕管理）第   652号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
タービル２階           継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04,8034,3 医療法人社団　司洋会〒162-0801 金属床による総義歯の提供

　司歯科 新宿区山吹町３３２番地　オフィ       （金属総義歯）第  1090号                徴収開始年月日：平成 7年 4月 1日
ス８７－２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04,8037,6 西落合歯科 〒161-0031 金属床による総義歯の提供

新宿区西落合三丁目２番１３号　       （金属総義歯）第  1091号                徴収開始年月日：平成 7年 4月 1日
１０１           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          02:金                                                 315,000    315,000    
          03:コバルト                                           262,500    262,500    
          04:チタン                                             294,000    294,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   396号                  徴収開始年月日：平成 9年 4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          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04,8045,9 熊谷歯科診療所 〒169-0075 金属床による総義歯の提供

新宿区高田馬場一丁目３１番８番       （金属総義歯）第  6597号                徴収開始年月日：平成 9年 4月 7日
　ダイカンプラザ２１７           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04,8051,7 松井歯科医院 〒161-0034 う蝕に罹患している患者の指導管理

新宿区上落合三丁目８番２号　グ       （う蝕管理）第  1100号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
ランドハイツ落合１階           継続管理種類  　      価格

          01:フッ化物局所      1,500          
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04,8053,3 タカベ・デンタルクリ〒160-0023 金属床による総義歯の提供

ニック 新宿区西新宿一丁目２３番１号　       （金属総義歯）第  9903号                徴収開始年月日：平成27年 7月31日
　ＴＫ新都心ビル　５階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           470,000    470,000    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04,8055,8 マヤ歯科クリニック 〒160-0022 金属床による総義歯の提供

新宿区新宿三丁目１４番２３号　       （金属総義歯）第  6102号                徴収開始年月日：平成 8年 6月 1日
新宿マヤビル５階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日     69

04,8056,6 青木歯科医院 〒160-0022 金属床による総義歯の提供
新宿区新宿五丁目１８番１６号　       （金属総義歯）第  1098号                徴収開始年月日：平成 7年10月 1日
新宿伊藤ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1367号                  徴収開始年月日：平成 9年 5月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04,8065,7 モギ歯科医院 〒160-0023 金属床による総義歯の提供

新宿区西新宿三丁目１５番８号　       （金属総義歯）第  1099号                徴収開始年月日：平成 8年 2月 1日
西新宿パークビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

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 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04,8068,1 ピエ・タ・テールビル〒169-0051 う蝕に罹患している患者の指導管理

歯科医院 新宿区西早稲田三丁目２０番１０       （う蝕管理）第  1357号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月21日
号　ピエタ・テール２０１           継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04,8069,9 深野歯科高田馬場診療〒169-0075 う蝕に罹患している患者の指導管理

所 新宿区高田馬場一丁目２５番３２       （う蝕管理）第   685号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
号　１０８ビル６階           継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04,8072,3 医療法人社団　仁美会〒169-0075 金属床による総義歯の提供

　さとう矯正歯科 新宿区高田馬場三丁目３番１号　       （金属総義歯）第  6103号                徴収開始年月日：平成 8年 6月 1日
ユニオン駅前ビル４階Ａ           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   960号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      3,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04,8073,1 デンタルクリニック市〒162-0842 金属床による総義歯の提供

ケ谷 新宿区市谷砂土原町一丁目２番地       （金属総義歯）第  7945号                徴収開始年月日：平成13年 7月30日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2365号                  徴収開始年月日：平成13年 7月30日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04,8075,6 せいデンタルクリニッ〒160-0004 金属床による総義歯の提供

ク 新宿区四谷二丁目１４番地　四谷       （金属総義歯）第  6248号                徴収開始年月日：平成 8年 6月 1日
小林ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04,8081,4 穴沢歯科医院 〒169-0075 金属床による総義歯の提供

新宿区高田馬場三丁目３６番５号       （金属総義歯）第  6398号                徴収開始年月日：平成 8年 9月 3日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日     70

04,8092,1 コモダ歯科医院 〒162-0055 金属床による総義歯の提供
新宿区余丁町６番地７       （金属総義歯）第  6571号                徴収開始年月日：平成 9年 1月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           400,000    300,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   475号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格
          02:小窩裂溝填塞      3,150          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04,8098,8 医療法人社団　恵奈会〒160-0023 金属床による総義歯の提供

　アイランドデンタル新宿区西新宿六丁目５番１号　新       （金属総義歯）第  6644号                徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
クリニック　エトー歯宿アイランド２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
科           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  1428号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04,8103,6 藤原歯科医院 〒160-0008 金属床による総義歯の提供

新宿区三栄町２５番地　三栄ハウ       （金属総義歯）第  6768号                徴収開始年月日：平成 9年 6月23日
ス２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           273,000    273,000    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04,8112,7 大久保歯科医院 〒169-0075 金属床による総義歯の提供

新宿区高田馬場三丁目８番３２号       （金属総義歯）第  6932号                徴収開始年月日：平成10年 1月 6日
　ユーコート高田馬場１０１           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           150,000               
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04,8116,8 鎌田歯科医院 〒169-0073 金属床による総義歯の提供

新宿区百人町一丁目１６番１５号       （金属総義歯）第  7004号                徴収開始年月日：平成10年 2月 1日
　クレール新宿３０１号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1776号                  徴収開始年月日：平成10年 2月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04,8119,2 医療法人社団　イシカ〒160-0022 金属床による総義歯の提供

ワ歯科医院 新宿区新宿七丁目２６番３５号　       （金属総義歯）第  7036号                徴収開始年月日：平成10年 3月 1日
水谷ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1823号                  徴収開始年月日：平成10年 3月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04,8120,0 エビナ歯科医院 〒169-0051 金属床による総義歯の提供

新宿区西早稲田二丁目１１番２４       （金属総義歯）第  7202号                徴収開始年月日：平成10年11月 1日
号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日     71

04,8128,3 にえかわ歯科医院 〒169-0074 金属床による総義歯の提供
新宿区北新宿一丁目８番１７号　       （金属総義歯）第  7163号                徴収開始年月日：平成10年10月 1日
ヒジカタビル４階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           262,500               
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04,8132,5 飯森歯科医院 〒161-0033 金属床による総義歯の提供

新宿区下落合一丁目３番２０号　       （金属総義歯）第  7241号                徴収開始年月日：平成11年 1月 6日
キクチビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1942号                  徴収開始年月日：平成11年 1月 6日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04,8137,4 医療法人社団　誠美会〒161-0031 金属床による総義歯の提供

　木村歯科医院 新宿区西落合三丁目２２番１号　       （金属総義歯）第  7294号                徴収開始年月日：平成11年 3月 1日
ＳＴコーポ１階２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           300,000    300,000    
          04:チタン                                             500,000    500,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04,8142,4 北川歯科クリニック 〒160-0022 金属床による総義歯の提供

新宿区新宿一丁目１３番１号　大       （金属総義歯）第  7396号                徴収開始年月日：平成11年 8月 3日
橋御苑駅ビル別館２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2033号                  徴収開始年月日：平成11年 8月 3日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04,8153,1 小島歯科医院 〒160-0017 金属床による総義歯の提供

新宿区左門町１３番５号       （金属総義歯）第  8327号                徴収開始年月日：平成15年 1月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2094号                  徴収開始年月日：平成11年12月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04,8155,6 百人町歯科医院 〒169-0073 金属床による総義歯の提供

新宿区百人町二丁目２６番９号　       （金属総義歯）第  7533号                徴収開始年月日：平成11年12月 8日
三浦ビル２階Ｃ号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2097号                  徴収開始年月日：平成11年12月 8日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04,8158,0 舘崎歯科医院 〒169-0075 金属床による総義歯の提供

新宿区高田馬場一丁目５番１１号       （金属総義歯）第  7554号                徴収開始年月日：平成12年 1月 5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  2111号                  徴収開始年月日：平成12年 1月 5日
          継続管理種類  　      価格



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日     72

04,8160,6 よしだ歯科医院 〒162-0825 金属床による総義歯の提供
新宿区神楽坂五丁目２１番地　亀       （金属総義歯）第  7574号                徴収開始年月日：平成12年 2月 1日
十ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2127号                  徴収開始年月日：平成12年 2月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04,8164,8 アルスデンタルクリニ〒160-0022 金属床による総義歯の提供

ック 新宿区新宿二丁目１６番９号　竹       （金属総義歯）第  7633号                徴収開始年月日：平成12年 5月19日
屋ビル３階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2166号                  徴収開始年月日：平成12年 5月19日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04,8177,0 医療法人社団　兆済会〒169-0073 金属床による総義歯の提供

　近藤歯科医院 新宿区百人町一丁目１８番８号　       （金属総義歯）第  7786号                徴収開始年月日：平成12年 9月 1日
大久保カドビル１０５号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          01:白金                                               630,000    630,000    
          03:コバルト                                           420,000    420,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2276号                  徴収開始年月日：平成12年 9月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      3,150          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04,8182,0 蜂矢歯科医院 〒162-0825 金属床による総義歯の提供

新宿区神楽坂六丁目８番地　蜂矢       （金属総義歯）第  7814号                徴収開始年月日：平成12年10月13日
ビル１階１０１号室           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2298号                  徴収開始年月日：平成12年10月13日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04,8187,9 医療法人社団　育美会〒169-0073 金属床による総義歯の提供

　里見歯科医院 新宿区百人町二丁目１２番１１号       （金属総義歯）第  7843号                徴収開始年月日：平成13年 1月 1日
　Ｔ’Ｓビル１階２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2315号                  徴収開始年月日：平成13年 1月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04,8197,8 医療法人社団　祥徳会〒162-0843 金属床による総義歯の提供

　こくほ２１ビルデン新宿区市谷田町二丁目２９番地　       （金属総義歯）第  7921号                徴収開始年月日：平成13年 6月 1日
タルクリニック こくほ２１　１階           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  2351号                  徴収開始年月日：平成13年 6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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日     73

04,8217,4 野村歯科医院 〒160-0022 金属床による総義歯の提供
新宿区新宿一丁目３番８号　ＹＫ       （金属総義歯）第  8152号                徴収開始年月日：平成14年 4月 1日
Ｂ新宿御苑１階　１０３           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04,8228,1 医療法人社団　愛歯会〒160-0023 金属床による総義歯の提供

　愛歯会デンタルオフ新宿区西新宿一丁目５番１号　小       （金属総義歯）第  8174号                徴収開始年月日：平成14年 7月15日
ィス 田急新宿西口駅前ビル７階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          01:白金                                               504,000    504,000    
          02:金                                                 453,600    453,600    
          03:コバルト                                           285,600    285,600    
          04:チタン                                             336,000    336,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04,8229,9 医療法人　雄久会　新〒163-0505 金属床による総義歯の提供

宿野村ビル歯科クリニ新宿区西新宿一丁目２６番２号　       （金属総義歯）第  8189号                徴収開始年月日：平成14年 9月30日
ック 新宿野村ビル５階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          01:白金                                               600,000    600,000    
          03:コバルト                                           300,000    300,000    
          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  2476号                  徴収開始年月日：平成14年 9月30日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      3,000          
          02:小窩裂溝填塞      3,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04,8239,8 医療法人社団　皓志会〒162-0054 金属床による総義歯の提供

　コンフォガーデン歯新宿区河田町３番２号　河田町コ       （金属総義歯）第  8275号                徴収開始年月日：平成15年 6月 2日
科クリニック ンフォガーデン施設Ｂ           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2525号                  徴収開始年月日：平成15年 6月 2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      1,500          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04,8248,9 医療法人社団　ＭＥＤ〒162-0825 金属床による総義歯の提供

ＩＱＯＬ　デンタルク新宿区神楽坂三丁目４番１号　神       （金属総義歯）第  8450号                徴収開始年月日：平成16年 4月18日
リニック神楽坂 楽坂山本ビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          01:白金                                               367,500    367,500    
          03:コバルト                                           315,000    315,000    
          04:チタン                                             420,000    420,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2632号                  徴収開始年月日：平成16年 4月18日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      3,150          
          02:小窩裂溝填塞      1,570          

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日     74

04,8252,1 平山歯科クリニック 〒161-0032 金属床による総義歯の提供
新宿区中落合三丁目２９番１２号       （金属総義歯）第  8298号                徴収開始年月日：平成15年 6月20日
　第５新栄ビル１０１号室           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04,8257,0 医療法人社団　伸整会〒162-0051 う蝕に罹患している患者の指導管理

　髙木歯科医院 新宿区西早稲田二丁目２１番５号       （う蝕管理）第  2561号                  徴収開始年月日：平成15年 7月23日
　ホームズ西早稲田１階           継続管理種類  　      価格

          01:フッ化物局所      2,100          
          02:小窩裂溝填塞      1,680          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04,8265,3 熊倉歯科医院 〒160-0021 金属床による総義歯の提供

新宿区歌舞伎町一丁目２８番３号       （金属総義歯）第  8392号                徴収開始年月日：平成15年12月 1日
　武井ビル３階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          04:チタン                                             367,500    367,500    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04,8267,9 川尻歯科医院 〒169-0072 金属床による総義歯の提供

新宿区大久保二丁目２番２号　第       （金属総義歯）第  8419号                徴収開始年月日：平成16年 1月28日
２３宮庭マンション１階Ｈ           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           250,000    250,000    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04,8270,3 医療法人社団　済民会〒160-0022 金属床による総義歯の提供

　新宿デンタルクリニ新宿区新宿三丁目１７番５号　カ       （金属総義歯）第  9416号                徴収開始年月日：平成21年 7月 1日
ック ワセビル３階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          01:白金                                               720,000    720,000    
          02:金                                                 560,000    560,000    
          04:チタン                                             400,000    400,000    
                                バイタリウム                    320,000    320,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04,8272,9 ウェストデンタルクリ〒161-0031 う蝕に罹患している患者の指導管理

ニック 新宿区西落合三丁目１番１６号　       （う蝕管理）第  2657号                  徴収開始年月日：平成16年 5月 1日
メトロハイツ西落合１０２           継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04,8274,5 北條歯科医院 〒169-0051 金属床による総義歯の提供

新宿区西早稲田三丁目２３番８号       （金属総義歯）第  8872号                徴収開始年月日：平成16年 4月30日
　早稲田セントラルハイツ１０２           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2867号                  徴収開始年月日：平成16年 4月30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          

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日     75

04,8275,2 若松歯科医院 〒162-0056 金属床による総義歯の提供
新宿区若松町２９番７号　オーシ       （金属総義歯）第  8495号                徴収開始年月日：平成16年 7月 1日
ャンプラザ若松町１階           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  2663号                  徴収開始年月日：平成16年 7月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      3,500          
          02:小窩裂溝填塞      2,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04,8276,0 タツノ歯科医院 〒162-0063 金属床による総義歯の提供

新宿区市谷薬王寺町８４番地       （金属総義歯）第  8506号                徴収開始年月日：平成16年 7月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04,8277,8 平瀬歯科クリニック 〒161-0033 金属床による総義歯の提供

新宿区下落合三丁目１７番３０号       （金属総義歯）第  8532号                徴収開始年月日：平成16年 9月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2679号                  徴収開始年月日：平成16年 9月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      2,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04,8279,4 サンライズ歯科医院 〒160-0022 金属床による総義歯の提供

新宿区新宿六丁目２９番１０号　       （金属総義歯）第  8530号                徴収開始年月日：平成16年 8月 1日
野口ビル５階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2677号                  徴収開始年月日：平成16年 8月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,050          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04,8285,1 川又歯科医院 〒162-0853 金属床による総義歯の提供

新宿区北山伏町１番８号       （金属総義歯）第  8621号                徴収開始年月日：平成17年 3月 7日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04,8302,4 青木歯科医院 〒162-0814 金属床による総義歯の提供

新宿区新小川町９番３号       （金属総義歯）第  8701号                徴収開始年月日：平成17年 5月19日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2771号                  徴収開始年月日：平成17年 5月19日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04,8304,0 医療法人社団　翠聖会〒163-0404 金属床による総義歯の提供

　新宿西口歯科医院 新宿区西新宿二丁目１番１号新宿       （金属総義歯）第  8721号                徴収開始年月日：平成17年 7月 1日
三井ビルディング４階４０１Ａ号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
室           03:コバルト                                           315,000    315,000    



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日     76

04,8312,3 医療法人社団　翔舞会〒161-0033 金属床による総義歯の提供
　エムズ歯科クリニッ新宿区下落合一丁目１６番７号　       （金属総義歯）第  8800号                徴収開始年月日：平成18年 2月 1日
ク下落合 下落合駅前ビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          02:金                                                 420,000    420,000    
          03:コバルト                                           315,000    315,000    
          04:チタン                                             525,000    525,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04,8314,9 柴田歯科医院 〒169-0075 金属床による総義歯の提供

新宿区高田馬場四丁目２８番１７       （金属総義歯）第  8847号                徴収開始年月日：平成18年 4月25日
号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  3520号                  徴収開始年月日：平成27年 4月24日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04,8316,4 市村歯科診療所 〒162-0846 金属床による総義歯の提供

新宿区市谷左内町１番地１　山本       （金属総義歯）第  8819号                徴収開始年月日：平成18年 1月20日
ビル３Ｂ           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          01:白金                                               600,000    600,000    
          03:コバルト                                           300,000    300,000    
          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  2839号                  徴収開始年月日：平成18年 1月20日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04,8317,2 大久保平安歯科 〒169-0072 金属床による総義歯の提供

新宿区大久保二丁目１８番１０号       （金属総義歯）第  8831号                徴収開始年月日：平成18年 4月 1日
　新宿スカイプラザ１０２           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04,8326,3 アオイ歯科医院 〒160-0023 金属床による総義歯の提供

新宿区西新宿四丁目１５番２１号       （金属総義歯）第  8883号                徴収開始年月日：平成18年 6月 1日
　銀杏館１０１           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2884号                  徴収開始年月日：平成18年 6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          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04,8329,7 医療法人社団　信厚館〒161-0034 金属床による総義歯の提供

会　矢崎歯科医院 新宿区上落合二丁目２７番１６号       （金属総義歯）第  8922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
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2909号                  徴収開始年月日：平成18年 7月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      7,000          
          02:小窩裂溝填塞      3,000          



保険外併用療養費医療機関名簿

 医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 病床数

[　　　　　　　　 現在 作成         頁

報告内容医療機関番号

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日     77

04,8332,1 愛生歯科医院 〒160-0022 金属床による総義歯の提供
新宿区新宿五丁目１０番９号　Ｉ       （金属総義歯）第  8952号                徴収開始年月日：平成18年11月 1日
Ｃビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

                                ニッケルクロム                  302,400    302,400    
          04:チタン                                             596,400    596,400    
          02:金                                                 932,400    932,400    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04,8334,7 矢崎歯科医院 〒162-0814 金属床による総義歯の提供

新宿区新小川町６番２号       （金属総義歯）第  8980号                徴収開始年月日：平成18年11月28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  2941号                  徴収開始年月日：平成18年11月28日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      4,000          
          02:小窩裂溝填塞        500          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04,8342,0 菊池歯科医院 〒160-0016 金属床による総義歯の提供

新宿区信濃町３４番地　トーシン       （金属総義歯）第  9078号                徴収開始年月日：平成19年 4月 1日
信濃町駅前ビル３０２           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          02:金                                                 630,000    630,000    
          04:チタン                                             320,000    320,000    
          03:コバルト                                           250,000    250,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04,8357,8 医療法人社団　は・匠〒160-0008 金属床による総義歯の提供

会　四谷三栄町歯科 新宿区三栄町１０番地　柳田ビル       （金属総義歯）第  9248号                徴収開始年月日：平成20年 2月 1日
１階１０１           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          01:白金                                               500,000    500,000    
          02:金                                                 500,000    500,000    
          03:コバルト                                           350,000    350,000    
          04:チタン                                             350,000    350,000    
                                ニッケルクロム                  350,000    350,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04,8363,6 きくち歯科医院 〒160-0023 金属床による総義歯の提供

新宿区西新宿三丁目１４番１６号       （金属総義歯）第  9266号                徴収開始年月日：平成20年 4月 1日
　きくちビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          01:白金                                               650,000    650,000    
          04:チタン                                             500,000    500,000    
          03:コバルト                                           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  3143号                  徴収開始年月日：平成20年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,050          
          02:小窩裂溝填塞      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

[　　　　　　　　 現在 作成         頁

報告内容医療機関番号

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日     78

04,8365,1 西新宿十二社歯科 〒160-0023 う蝕に罹患している患者の指導管理
新宿区西新宿六丁目２０番１２号       （う蝕管理）第  3171号                  徴収開始年月日：平成20年 8月25日
　第２山口ビル１階           継続管理種類  　      価格

          01:フッ化物局所      3,000          
          02:小窩裂溝填塞      1,500          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04,8367,7 デンタルオフィス新宿〒162-0065 金属床による総義歯の提供

新宿区住吉町５番地１　吉村ビル       （金属総義歯）第  9291号                徴収開始年月日：平成20年 7月 1日
１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                            43,119     43,119    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  3159号                  徴収開始年月日：平成20年 7月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,200          
          02:小窩裂溝填塞      2,310          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04,8369,3 協和歯科 〒162-0802 金属床による総義歯の提供

新宿区改代町４６番地　斉藤ビル       （金属総義歯）第  9304号                徴収開始年月日：平成20年 7月 1日
１階           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    
          02:金                                                 500,000    500,000    
          01:白金                                               800,000    800,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04,8371,9 ひろい歯科・すさみ矯〒162-0815 金属床による総義歯の提供

正歯科 新宿区筑土八幡町１番地３       （金属総義歯）第  9320号                徴収開始年月日：平成20年 9月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
                                ニッケル                        250,000    250,000    
          01:白金                                               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  3173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      3,000          
          02:小窩裂溝填塞      2,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04,8380,0 いなげ歯科 〒169-0075 金属床による総義歯の提供

新宿区高田馬場一丁目２１番１０       （金属総義歯）第  9455号                徴収開始年月日：平成21年12月28日
号　豊電ビル３階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           350,000    350,000    
                                ニッケルチタン                  450,000    450,000    

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日     79

04,8384,2 浜田歯科医院 〒169-0075 金属床による総義歯の提供
新宿区高田馬場四丁目１２番３号       （金属総義歯）第  9818号                徴収開始年月日：平成26年 2月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           300,000    300,000    
          40:その他             純チタニウム                    350,000    350,000    
          40:その他             チタニウム合金                  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  3214号                  徴収開始年月日：平成21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      1,500          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04,8387,5 歯科四谷 〒160-0004 金属床による総義歯の提供

新宿区四谷一丁目８番１４号　四       （金属総義歯）第  9406号                徴収開始年月日：平成21年 7月 1日
谷一丁目ビル２階           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  3225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      1,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04,8391,7 林歯科医院 〒169-0075 金属床による総義歯の提供

新宿区高田馬場一丁目２８番３号       （金属総義歯）第  9424号                徴収開始年月日：平成21年 7月 1日
　工新ビル６０３号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           220,000    220,000    
          04:チタン                                             320,000    320,000    
          01:白金                                               400,000    400,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04,8396,6 市ヶ谷防衛省前歯科ク〒162-0845 金属床による総義歯の提供

リニック 新宿区市谷本村町３番地１９　千       （金属総義歯）第  9432号                徴収開始年月日：平成21年10月 1日
代田ビル１階           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  3243号                  徴収開始年月日：平成21年10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          

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日     80

04,8401,4 前島歯科医院 〒169-0074 金属床による総義歯の提供
新宿区北新宿二丁目２０番１号　       （金属総義歯）第  9456号                徴収開始年月日：平成22年 1月 4日
グランドテラス新宿１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          04:チタン                                             600,000    600,000    
          01:白金                                               800,000    800,000    
          03:コバルト                                           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  3263号                  徴収開始年月日：平成22年 1月 4日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      3,000          
          02:小窩裂溝填塞        500          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04,8411,3 医療法人社団　新宿ブ〒160-0023 金属床による総義歯の提供

ライト歯科医院　新宿新宿区西新宿七丁目５番１１号　       （金属総義歯）第  9494号                徴収開始年月日：平成22年 5月 1日
ブライト歯科医院 岡山ビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           350,000    350,000    
                                プラチナ加金                    500,000    500,000    
          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  3288号                  徴収開始年月日：平成22年 5月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      5,000          
          02:小窩裂溝填塞      3,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04,8415,4 柳澤歯科医院 〒160-0017 金属床による総義歯の提供

新宿区左門町９番地８       （金属総義歯）第  9499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
          02:金                                                 600,000    600,000    
          04:チタン                                             370,000    370,000    
          03:コバルト                                           250,000    250,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04,8433,7 四谷見附矯正歯科 〒160-0004 う蝕に罹患している患者の指導管理

新宿区四谷一丁目２番地　中村ビ       （う蝕管理）第  3365号                  徴収開始年月日：平成23年 9月 2日
ル地下１階           継続管理種類  　      価格

          01:フッ化物局所      3,000          
          02:小窩裂溝填塞      2,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04,8443,6 上落合歯科クリニック〒161-0034 金属床による総義歯の提供

新宿区上落合三丁目５番１９号　       （金属総義歯）第  9632号                徴収開始年月日：平成23年 8月 1日
エクセレント上落合１階           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    
          02:金                                                 500,000    500,000    

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日     81

04,8446,9 くじら歯科医院 〒161-0033 金属床による総義歯の提供
新宿区下落合三丁目１５番２２号       （金属総義歯）第  9649号                徴収開始年月日：平成23年11月17日
　１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           300,000    300,000    
          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  3378号                  徴収開始年月日：平成23年11月17日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,050          
          02:小窩裂溝填塞      1,575          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04,8453,5 大島歯科医院 〒169-0051 金属床による総義歯の提供

新宿区西早稲田三丁目１番６号       （金属総義歯）第  9678号                徴収開始年月日：平成23年12月31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  3397号                  徴収開始年月日：平成23年12月31日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,000          
          02:小窩裂溝填塞      1,500          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04,8472,5 医療法人社団　ＭＥＤ〒160-0001 金属床による総義歯の提供

ＩＱＯＬ　スマイルプ新宿区片町３番地５号　シラキュ       （金属総義歯）第  9750号                徴収開始年月日：平成24年12月 1日
ラスデンタルクリニッウスウエスト１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
ク           01:白金                                               367,500    367,500    

          03:コバルト                                           315,000    315,500    
          04:チタン                                             420,000    420,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  3437号                  徴収開始年月日：平成24年12月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      3,150          
          02:小窩裂溝填塞      1,570          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04,8506,0 医療法人社団　恒高会〒162-0811 金属床による総義歯の提供

　エーアンドケー江戸新宿区水道町三丁目１番       （金属総義歯）第  9882号                徴収開始年月日：平成26年11月 1日
川橋デンタルクリニッ           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
ク           01:白金                                             1,188,000  1,188,000    

          04:チタン                                             648,000    648,000    
          03:コバルト                                           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  3497号                  徴収開始年月日：平成26年11月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      4,320          
          02:小窩裂溝填塞      3,024          

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日     82

04,8507,8 医療法人社団　福真会〒160-0023 金属床による総義歯の提供
　寺前歯科 新宿区西新宿二丁目７番１号　小       （金属総義歯）第  9883号                徴収開始年月日：平成26年11月 1日

田急第一生命ビル３階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          40:その他             純チタン                        500,000    500,000    
          40:その他             チタン合金                      400,000    400,000    
          03:コバルト                                           300,000    300,000    
          02:金                                                 700,000    700,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04,8540,9 かず歯科 〒160-0022 金属床による総義歯の提供

新宿区新宿七丁目１番４号　抜弁       （金属総義歯）第  9955号                徴収開始年月日：平成28年 6月 2日
天ＣＫビル３階４階           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  3538号                  徴収開始年月日：平成28年 6月 2日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,500          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04,8558,1 染谷歯科 〒169-0072 金属床による総義歯の提供

新宿区大久保一丁目１番１８号       （金属総義歯）第  9998号                徴収開始年月日：平成29年 5月11日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           810,000    810,000    
          04:チタン                                           1,080,000  1,080,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  3551号                  徴収開始年月日：平成29年 5月11日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所     10,800          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04,8571,4 医療法人社団　將幸会〒162-0056 金属床による総義歯の提供

　鈴木歯科医院 新宿区若松町３３番７号　阿波屋       （金属総義歯）第 10028号                徴収開始年月日：平成30年 3月 1日
ビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           250,000    250,000    
          01:白金                                               500,000    500,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05,4050,0 横山歯科医院 〒113-0033 金属床による総義歯の提供

文京区本郷五丁目１番１１号       （金属総義歯）第  1102号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05,4081,5 前島歯科医院 〒113-0033 金属床による総義歯の提供

文京区本郷五丁目５番１３号       （金属総義歯）第  1106号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05,4121,9 北林歯科医院 〒112-0001 金属床による総義歯の提供

文京区白山五丁目１７番３２号       （金属総義歯）第  1112号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日     83

05,4202,7 入野歯科医院 〒112-0015 金属床による総義歯の提供
文京区目白台二丁目１番２号       （金属総義歯）第  1122号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05,4231,6 中島歯科医院 〒113-0022 金属床による総義歯の提供

文京区千駄木二丁目４３番３号       （金属総義歯）第  1129号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1523号                  徴収開始年月日：平成 9年 5月20日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05,4238,1 本郷歯科医院 〒113-0033 金属床による総義歯の提供

文京区本郷二丁目１９番５号       （金属総義歯）第  1131号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   548号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05,4261,3 石神歯科医院 〒113-0034 金属床による総義歯の提供

文京区湯島三丁目１６番１０号　       （金属総義歯）第  1136号                徴収開始年月日：平成 6年 6月30日
徳和ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1258号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月15日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05,4267,0 今堀歯科医院 〒112-0002 金属床による総義歯の提供

文京区小石川一丁目５番９号       （金属総義歯）第  1138号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05,4294,4 愛三歯科医院 〒113-0022 金属床による総義歯の提供

文京区千駄木三丁目５０番１２号       （金属総義歯）第  1143号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
　モナーク千駄木１０４           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05,4315,7 小谷歯科医院 〒113-0033 金属床による総義歯の提供

文京区本郷三丁目２５番１２号       （金属総義歯）第  1146号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05,4321,5 内藤歯科医院 〒113-0022 金属床による総義歯の提供

文京区千駄木四丁目８番６号       （金属総義歯）第  1147号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          01:白金                                               400,000    400,000    
          03:コバルト                                           250,000    250,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05,4325,6 小家歯科医院 〒112-0012 金属床による総義歯の提供

文京区大塚三丁目１０番３号　高       （金属総義歯）第  1148号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
田ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日     84

05,4335,5 あかし歯科医院 〒112-0014 金属床による総義歯の提供
文京区関口一丁目４７番１２号　       （金属総義歯）第  1150号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
江戸川橋ビル           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05,4345,4 フジタ歯科医院 〒113-0021 金属床による総義歯の提供

文京区本駒込二丁目８番８号　藤       （金属総義歯）第  1154号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
田ビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1480号                  徴収開始年月日：平成 9年 5月15日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05,4351,2 松岡歯科医院 〒113-0033 金属床による総義歯の提供

文京区本郷五丁目２８番５号       （金属総義歯）第  1156号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05,4367,8 出口歯科医院 〒112-0005 金属床による総義歯の提供

文京区水道一丁目５番８号　阿部       （金属総義歯）第  1162号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
ビル           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           200,000               
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05,4371,0 重見歯科医院 〒113-0034 金属床による総義歯の提供

文京区湯島三丁目３５番９号　渡       （金属総義歯）第  1164号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
辺ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1055号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05,4373,6 鈴木歯科医院 〒112-0015 金属床による総義歯の提供

文京区目白台一丁目９番９号       （金属総義歯）第  1165号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05,4374,4 富沢歯科 〒112-0002 金属床による総義歯の提供

文京区小石川三丁目３６番８号       （金属総義歯）第  1166号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05,4380,1 醍醐歯科医院 〒113-0021 金属床による総義歯の提供

文京区本駒込二丁目２７番１５号       （金属総義歯）第  1169号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
　ＪＥＳビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   425号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05,4382,7 鈴木歯科医院 〒112-0012 金属床による総義歯の提供

文京区大塚六丁目３５番５号       （金属総義歯）第  1170号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日     85

05,4394,2 千駄木歯科 〒113-0022 う蝕に罹患している患者の指導管理
文京区千駄木三丁目１９番１８号       （う蝕管理）第   655号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日

          継続管理種類  　      価格
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05,4398,3 北村歯科医院 〒113-0034 金属床による総義歯の提供

文京区湯島一丁目７番９号　内山       （金属総義歯）第  1176号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
ビル２０１           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05,4406,4 川俣歯科医院 〒113-0021 金属床による総義歯の提供

文京区本駒込四丁目４０番１１号       （金属総義歯）第  1180号                徴収開始年月日：平成 6年 6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    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05,4408,0 ファミリー歯科医院 〒113-0033 金属床による総義歯の提供

文京区本郷二丁目２６番１１号　       （金属総義歯）第  1182号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
種苗会館４階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1035号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05,4409,8 瓜生歯科医院 〒113-0031 金属床による総義歯の提供

文京区根津二丁目１６番８号　ト       （金属総義歯）第  1183号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
ミタビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05,4410,6 佐藤歯科医院 〒112-0006 金属床による総義歯の提供

文京区小日向四丁目５番１０号　       （金属総義歯）第  1184号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
サニーハイツ２０１           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05,4425,4 須川歯科医院 〒113-0033 金属床による総義歯の提供

文京区本郷二丁目３８番１４号　       （金属総義歯）第  7398号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
ＴＫビル２階           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   942号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05,4439,5 医療法人社団　誠羽会〒113-0033 金属床による総義歯の提供

　三羽歯科医院 文京区本郷一丁目１９番６号　田       （金属総義歯）第  1197号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
中水道橋ビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          04:チタン                                             367,500               
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1260号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月16日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      3,150          
          02:小窩裂溝填塞      3,150          



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日     86

05,4447,8 湯島歯科医院 〒113-0034 金属床による総義歯の提供
文京区湯島二丁目３３番１号　Ｎ       （金属総義歯）第  1201号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
Ｘビル３階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1470号                  徴収開始年月日：平成 9年 5月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05,4455,1 たかはし歯科医院 〒113-0021 金属床による総義歯の提供

文京区本駒込一丁目４番４号       （金属総義歯）第  9197号                徴収開始年月日：平成19年12月25日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          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   534号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05,4456,9 医療法人社団　敬和会〒113-0001 金属床による総義歯の提供

　広野歯科クリニック文京区白山一丁目３３番８号　朝       （金属総義歯）第  1207号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
日白山マンション１０７号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05,4467,6 辻村歯科医院 〒113-0031 金属床による総義歯の提供

文京区根津一丁目２２番１０号　       （金属総義歯）第  1215号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   454号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05,4476,7 近藤歯科クリニック 〒113-0023 金属床による総義歯の提供

文京区向丘一丁目１０番２号　ザ       （金属総義歯）第  1221号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
・プラザオーベル白山２階２０３           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
号

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05,4484,1 加賀谷歯科医院 〒112-0012 金属床による総義歯の提供

文京区大塚三丁目６番１３号　グ       （金属総義歯）第  1228号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
ランドメゾン茗荷谷１０１号           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   977号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05,4485,8 秋山歯科医院 〒113-0021 金属床による総義歯の提供

文京区本駒込三丁目３４番１２号       （金属総義歯）第  1229号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1473号                  徴収開始年月日：平成 9年 5月 1日
          継続管理種類  　      価格



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日     87

05,4496,5 岡地歯科医院 〒113-0033 金属床による総義歯の提供
文京区本郷一丁目２３番６号       （金属総義歯）第  1235号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05,4497,3 馬場歯科医院 〒113-0022 金属床による総義歯の提供

文京区千駄木五丁目３４番１号１       （金属総義歯）第  1236号                徴収開始年月日：平成 6年 6月21日
０１           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  1274号                  徴収開始年月日：平成 9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      1,300          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05,4502,0 土居歯科クリニック 〒113-0001 金属床による総義歯の提供

文京区白山一丁目７番１１号　小       （金属総義歯）第  1241号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
澤ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05,4505,3 佐久間歯科医院 〒112-0013 金属床による総義歯の提供

文京区音羽二丁目２番２号　アベ       （金属総義歯）第  1243号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
ニュー音羽１０１           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05,4510,3 向丘歯科医院 〒113-0023 金属床による総義歯の提供

文京区向丘二丁目３番８号　２０       （金属総義歯）第  1247号                徴収開始年月日：平成 6年 8月 1日
４           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   680号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05,4520,2 小野歯科 〒112-0002 金属床による総義歯の提供

文京区小石川五丁目５番１号　内       （金属総義歯）第  1252号                徴収開始年月日：平成 7年 7月 1日
田ビル３階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05,4521,0 千葉歯科クリニック 〒113-0022 金属床による総義歯の提供

文京区千駄木三丁目４１番１２号       （金属総義歯）第  1253号                徴収開始年月日：平成 7年 8月 1日
　アネックス千駄木１０２号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          01:白金                                               500,000    500,000    
          02:金                                                 500,000    500,000    
          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   826号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日     88

05,4528,5 山川歯科医院 〒112-0011 金属床による総義歯の提供
文京区千石四丁目３６番１９号       （金属総義歯）第  6104号                徴収開始年月日：平成 8年 2月 3日

          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   944号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05,4532,7 歯科真砂診療所 〒113-0033 金属床による総義歯の提供

文京区本郷四丁目５番９号　２０       （金属総義歯）第  6250号                徴収開始年月日：平成 8年 4月 1日
２           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05,4533,5 髙橋歯科医院 〒112-0014 金属床による総義歯の提供

文京区関口一丁目１７番４号　       （金属総義歯）第  6251号                徴収開始年月日：平成 8年 5月 4日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05,4534,3 いなだ歯科医院 〒112-0011 金属床による総義歯の提供

文京区千石四丁目４４番９号       （金属総義歯）第  6501号                徴収開始年月日：平成 8年10月14日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05,4537,6 医療法人社団　徳和会〒112-0001 う蝕に罹患している患者の指導管理

　白山歯科医院 文京区白山五丁目１番３号　東京       （う蝕管理）第  1302号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月16日
富山会館ビル２階           継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05,4538,4 医療法人社団　幸歯会〒113-0021 金属床による総義歯の提供

　福徳歯科医院 文京区本駒込五丁目４５番４号　       （金属総義歯）第  6502号                徴収開始年月日：平成 8年11月15日
２０２           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05,4540,0 根津歯科クリニック 〒113-0031 金属床による総義歯の提供

文京区根津二丁目２０番１号　フ       （金属総義歯）第  6598号                徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
タミビル２０１           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   145号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05,4542,6 ニコライ歯科 〒113-0031 金属床による総義歯の提供

文京区根津一丁目２３番１１号　       （金属総義歯）第  6648号                徴収開始年月日：平成 9年 5月 6日
２０２           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1501号                  徴収開始年月日：平成 9年 5月 6日
          継続管理種類  　      価格

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日     89

05,4548,3 デンタルクリニックア〒113-0022 金属床による総義歯の提供
イ 文京区千駄木五丁目３９番２号       （金属総義歯）第  6865号                徴収開始年月日：平成 9年10月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1697号                  徴収開始年月日：平成 9年10月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05,4551,7 伊藤歯科 〒112-0014 金属床による総義歯の提供

文京区関口一丁目４８番７号　マ       （金属総義歯）第  6963号                徴収開始年月日：平成10年 2月 1日
ツダビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1774号                  徴収開始年月日：平成10年 2月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05,4555,8 ゆかりデンタルクリニ〒113-0034 金属床による総義歯の提供

ック 文京区湯島三丁目１４番８号　加       （金属総義歯）第  7039号                徴収開始年月日：平成10年 5月14日
田湯島ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1830号                  徴収開始年月日：平成10年 3月26日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05,4563,2 医療法人社団　鶴寿会〒113-0033 金属床による総義歯の提供

　榎歯科クリニック 文京区本郷四丁目２５番９号　ブ       （金属総義歯）第  7166号                徴収開始年月日：平成10年 8月21日
ラウンハイツ本郷１０１           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05,4575,6 医療法人社団　中崎歯〒112-0011 金属床による総義歯の提供

科 文京区千石二丁目３５番１８号　       （金属総義歯）第  7537号                徴収開始年月日：平成11年12月 1日
千石メーゾン２０３           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2102号                  徴収開始年月日：平成11年12月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05,4576,4 よしむら歯科医院 〒113-0033 金属床による総義歯の提供

文京区本郷四丁目３４番１０号       （金属総義歯）第  7664号                徴収開始年月日：平成11年12月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05,4577,2 のぶもり歯科 〒112-0002 金属床による総義歯の提供

文京区小石川一丁目１２番１０号       （金属総義歯）第  7555号                徴収開始年月日：平成12年 1月20日
　ドリーム小石川１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2112号                  徴収開始年月日：平成12年 1月20日
          継続管理種類  　      価格

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日     90

05,4586,3 やまだ歯科医院 〒113-0021 金属床による総義歯の提供
文京区本駒込四丁目１６番１３号       （金属総義歯）第  7635号                徴収開始年月日：平成12年 5月19日
　ラフィーネ本駒込１０２号室           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2167号                  徴収開始年月日：平成12年 5月19日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05,4587,1 医療法人社団　ＭＥＤ〒112-0014 金属床による総義歯の提供

ＩＱＯＬ　ますおか歯文京区関口一丁目４４番４号　新       （金属総義歯）第  8449号                徴収開始年月日：平成16年 4月18日
科クリニック 荒井ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          01:白金                                               367,500    367,500    
          03:コバルト                                           315,000    315,000    
          04:チタン                                             420,000    420,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2633号                  徴収開始年月日：平成16年 4月18日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      3,150          
          02:小窩裂溝填塞      1,570          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05,4588,9 さとう歯科医院 〒113-0033 金属床による総義歯の提供

文京区本郷三丁目３９番３号       （金属総義歯）第  7665号                徴収開始年月日：平成12年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2190号                  徴収開始年月日：平成12年 6月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05,4589,7 西村歯科医院 〒112-0012 金属床による総義歯の提供

文京区大塚六丁目１７番２号　シ       （金属総義歯）第  7658号                徴収開始年月日：平成12年 6月 1日
ャルム・ドゥ・タナカ１０２号室           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2185号                  徴収開始年月日：平成12年 6月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05,4596,2 医療法人社団　憲清会〒113-0033 金属床による総義歯の提供

　堀江歯科クリニック文京区本郷二丁目１３番１０号　       （金属総義歯）第  7815号                徴収開始年月日：平成12年11月 1日
湯浅ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          04:チタン                                             700,000    700,000    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05,4598,8 横田歯科医院 〒113-0021 金属床による総義歯の提供

文京区本駒込三丁目２２番２号　       （金属総義歯）第  7845号                徴収開始年月日：平成13年 2月 1日
グレース駒込１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日     91

05,4599,6 船崎歯科医院 〒112-0011 金属床による総義歯の提供
文京区千石四丁目３９番４号       （金属総義歯）第  7846号                徴収開始年月日：平成13年 1月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          02:金                                                            315,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2317号                  徴収開始年月日：平成13年 1月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05,4601,0 おおえ歯科医院 〒112-0012 金属床による総義歯の提供

文京区大塚一丁目１番１５号　Ｆ       （金属総義歯）第  9858号                徴収開始年月日：平成26年 4月 1日
Ｔタムラ１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           378,000    378,000    
          04:チタン                                             486,000    486,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05,4605,1 安東歯科医院 〒113-0021 金属床による総義歯の提供

文京区本駒込三丁目１７番５号　       （金属総義歯）第  7891号                徴収開始年月日：平成13年 4月20日
安東ビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2342号                  徴収開始年月日：平成13年 4月20日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05,4606,9 グレース横山歯科医院〒113-0033 金属床による総義歯の提供

文京区本郷五丁目１番１４号　ア       （金属総義歯）第  9609号                徴収開始年月日：平成23年 7月19日
ールクレエ本郷２０２号室           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           231,000    231,000    
          04:チタン                                             262,500    262,500    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05,4607,7 医療法人社団　進盛会〒112-0006 金属床による総義歯の提供

　デンタル茗荷谷 文京区小日向四丁目８番１１号　       （金属総義歯）第  7910号                徴収開始年月日：平成13年 4月 1日
地下１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05,4609,3 医療法人社団　ＭＥＤ〒112-0014 金属床による総義歯の提供

ＩＱＯＬ　ますおか歯文京区関口一丁目２３番６号　プ       （金属総義歯）第  8448号                徴収開始年月日：平成16年 4月18日
科駅前クリニック ラザ江戸川橋１０３           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          01:白金                                               367,500    367,500    
          03:コバルト                                           315,000    315,000    
          04:チタン                                             420,000    420,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2634号                  徴収開始年月日：平成16年 4月18日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      3,150          
          02:小窩裂溝填塞      1,570          

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日     92

05,4619,2 いいじま歯科医院 〒113-0021 金属床による総義歯の提供
文京区本駒込四丁目４３番１号　       （金属総義歯）第  8015号                徴収開始年月日：平成13年12月 7日
メゾンＹＭ１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2398号                  徴収開始年月日：平成13年12月 7日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05,4623,4 東大前歯科クリニック〒113-0023 金属床による総義歯の提供

文京区向丘一丁目１番１６号　朝       （金属総義歯）第  8072号                徴収開始年月日：平成14年 4月 1日
日堂ビル２０１           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05,4625,9 グリーン歯科医院 〒113-0024 金属床による総義歯の提供

文京区西片一丁目１１番１３号　       （金属総義歯）第  8130号                徴収開始年月日：平成14年 7月 1日
西片グリーンハウス１０７号室           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           210,000    210,000    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05,4626,7 千駄木あおば歯科 〒113-0022 金属床による総義歯の提供

文京区千駄木一丁目２３番１号　       （金属総義歯）第  9834号                徴収開始年月日：平成26年 4月 1日
ドエル千駄木１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           270,000    270,000    
          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  3478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      1,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05,4631,7 河江歯科医院 〒112-0005 金属床による総義歯の提供

文京区水道二丁目１９番１５号       （金属総義歯）第  8252号                徴収開始年月日：平成15年 1月24日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05,4636,6 岩波歯科医院 〒113-0022 金属床による総義歯の提供

文京区千駄木四丁目２２番２号       （金属総義歯）第  8360号                徴収開始年月日：平成15年10月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2583号                  徴収開始年月日：平成15年 9月29日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05,4642,4 遠藤歯科医院 〒112-0002 金属床による総義歯の提供

文京区小石川一丁目９番１４号　       （金属総義歯）第  8528号                徴収開始年月日：平成16年 8月 2日
アトラスタワー小石川１０３           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05,4644,0 おおひら歯科 〒113-0021 金属床による総義歯の提供

文京区本駒込六丁目１３番２３号       （金属総義歯）第  8541号                徴収開始年月日：平成16年10月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2687号                  徴収開始年月日：平成16年10月 1日
          継続管理種類  　      価格



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日     93

05,4652,3 千葉歯科医院 〒112-0015 金属床による総義歯の提供
文京区目白台二丁目６番１２号       （金属総義歯）第  8647号                徴収開始年月日：平成17年 4月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2738号                  徴収開始年月日：平成17年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05,4655,6 和久本歯科医院 〒113-0033 金属床による総義歯の提供

文京区本郷三丁目４３番１４号       （金属総義歯）第  8697号                徴収開始年月日：平成17年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05,4656,4 ひまわり歯科医院 〒112-0011 金属床による総義歯の提供

文京区千石四丁目３２番８号　プ       （金属総義歯）第  8696号                徴収開始年月日：平成17年 8月 1日
ラネット千石１０２           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2768号                  徴収開始年月日：平成17年 8月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05,4659,8 池田歯科医院 〒112-0002 金属床による総義歯の提供

文京区小石川一丁目１６番６号　       （金属総義歯）第  8706号                徴収開始年月日：平成17年 7月 1日
サンクタス小石川１０１           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           250,000    250,000    
          04:チタン                                             350,000    350,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05,4665,5 時岡歯科医院 〒112-0002 金属床による総義歯の提供

文京区小石川四丁目１３番１６号       （金属総義歯）第  8805号                徴収開始年月日：平成18年 2月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2831号                  徴収開始年月日：平成18年 2月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05,4667,1 医療法人社団　尚生会〒112-0002 金属床による総義歯の提供

　高木デンタルクリニ文京区小石川一丁目８番７号　Ａ       （金属総義歯）第  8824号                徴収開始年月日：平成18年 3月16日
ック ＫＡビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2842号                  徴収開始年月日：平成18年 3月16日
          継続管理種類  　      価格

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日     94

05,4672,1 ひとみデンタルクリニ〒112-0002 予約に基づく診察
ック 文京区小石川五丁目１０番１８号       （予約診察）第 26686号                  徴収開始年月日：平成27年12月 3日

　ビスタ竹早１０２           診療科      予約料     予約料     予約料     予約料     予約料
          51:歯        5,000                                              
時間外診察
      （時間外診察）第   793号                徴収開始年月日：平成27年12月 3日
          徴収額    
              5,000            
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  3316号                  徴収開始年月日：平成22年12月 5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      2,500          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05,4675,4 いたがき歯科クリニッ〒113-0033 金属床による総義歯の提供

ク 文京区本郷五丁目１番１５号　安       （金属総義歯）第  9487号                徴収開始年月日：平成22年 5月21日
野ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           300,000    300,000    
          04:チタン                                             350,000    350,000    
          02:金                                                 500,000    500,000    
          01:白金                                               600,000    600,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05,4677,0 おかのデンタルクリニ〒112-0013 金属床による総義歯の提供

ック 文京区音羽一丁目１５番１２号　       （金属総義歯）第  9025号                徴収開始年月日：平成19年 4月 1日
アルス音羽１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           400,000    400,000    
          04:チタン                                             550,000    550,000    
          01:白金                                               650,000    650,000    
          02:金                                                 650,000    650,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05,4678,8 かなデンタルクリニッ〒113-0023 う蝕に罹患している患者の指導管理

ク 文京区向丘一丁目１０番６号　コ       （う蝕管理）第  2976号                  徴収開始年月日：平成19年 4月 1日
スモ文京向丘１階１０２号室           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          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05,4687,9 佐藤歯科医院 〒112-0001 金属床による総義歯の提供

文京区白山三丁目６番３号       （金属総義歯）第  9119号                徴収開始年月日：平成19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                                             400,000    400,000    
          02:金                                                 700,000    700,000    
          01:白金                                             1,000,000  1,000,000    

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日     95

05,4689,5 本駒込歯科室 〒113-0021 金属床による総義歯の提供
文京区本駒込四丁目４８番３号　       （金属総義歯）第  9143号                徴収開始年月日：平成19年10月 1日
１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           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  3049号                  徴収開始年月日：平成19年10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        500          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05,4691,1 地蔵通り歯科医院 〒112-0014 金属床による総義歯の提供

文京区関口一丁目１４番１１号　       （金属総義歯）第  9157号                徴収開始年月日：平成19年 9月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           340,000    340,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  3062号                  徴収開始年月日：平成19年 9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          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05,4698,6 岩佐歯科クリニック 〒112-0006 金属床による総義歯の提供

文京区小日向四丁目４番３号　カ       （金属総義歯）第  9293号                徴収開始年月日：平成20年 6月 1日
ーネ小日向１０１           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           262,500    262,500    
          01:白金                                               315,000    315,000    
          04:チタン                                             367,500    367,500    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05,4703,4 医療法人社団　伸正会〒112-0013 金属床による総義歯の提供

　志賀歯科医院 文京区音羽一丁目２３番２２号　       （金属総義歯）第  9394号                徴収開始年月日：平成21年 4月 1日
２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           525,000    525,000    
          04:チタン                                             735,000    735,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  3215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      7,350          
          02:小窩裂溝填塞      4,200          

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



保険外併用療養費医療機関名簿

 医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 病床数

[　　　　　　　　 現在 作成         頁

報告内容医療機関番号

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日     96

05,4704,2 なかね歯科道灌山 〒113-0022 金属床による総義歯の提供
文京区千駄木三丁目２２番１２号       （金属総義歯）第  9401号                徴収開始年月日：平成21年 6月 1日
　ストークエイコー１階           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  3220号                  徴収開始年月日：平成21年 6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      3,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05,4705,9 ほしの歯科 〒112-0013 金属床による総義歯の提供

文京区音羽二丁目１１番２１号　       （金属総義歯）第  9407号                徴収開始年月日：平成21年 7月 1日
ライオンズマンション護国寺第三           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
１階                                 パラジウム                      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  3226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          
          02:小窩裂溝填塞      1,500          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05,4718,2 文京歯科医院 〒112-0002 金属床による総義歯の提供

文京区小石川四丁目２０番５号　       （金属総義歯）第  9530号                徴収開始年月日：平成22年 9月 1日
２０２           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           400,000    400,000    
          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  3305号                  徴収開始年月日：平成22年 9月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      2,000          
          02:小窩裂溝填塞      1,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05,4720,8 もりた歯科クリニック〒112-0013 う蝕に罹患している患者の指導管理

文京区音羽一丁目２１番１２号　       （う蝕管理）第  3323号                  徴収開始年月日：平成23年 1月 6日
ストーク音羽１００           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          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05,4725,7 医療法人社団　ＴＫＧ〒112-0006 金属床による総義歯の提供

会　小日向台町歯科 文京区小日向三丁目７番４号　メ       （金属総義歯）第  9601号                徴収開始年月日：平成23年 5月 1日
ゾンたかむら１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日     97

05,4726,5 赤門前歯科医院 〒113-0033 金属床による総義歯の提供
文京区本郷五丁目２４番６号　本       （金属総義歯）第  9628号                徴収開始年月日：平成23年 9月 6日
郷大原ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          01:白金                                             1,200,000  1,200,000    
          02:金                                               1,000,000    800,000    
          03:コバルト                                           400,000    400,000    
          04:チタン                                             650,000    600,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  3366号                  徴収開始年月日：平成23年 9月 6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          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05,4727,3 いるか歯科医院 〒112-0014 金属床による総義歯の提供

文京区関口一丁目４番７号　１階       （金属総義歯）第  9650号                徴収開始年月日：平成23年10月 1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                                             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  3379号                  徴収開始年月日：平成23年10月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,050          
          02:小窩裂溝填塞      1,575          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05,4729,9 矯正歯科クリニック　〒113-0021 う蝕に罹患している患者の指導管理

グレイスデンタル 文京区本駒込二丁目１１番７号　       （う蝕管理）第  3394号                  徴収開始年月日：平成24年 4月 1日
２階Ａ           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          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05,4759,6 医療法人社団　仁和会〒113-0033 金属床による総義歯の提供

　佐藤歯科医院 文京区本郷一丁目１６番２号　亀       （金属総義歯）第  9850号                徴収開始年月日：平成26年 5月 1日
山ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           200,000    200,000    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05,4783,6 あかり歯科医院 〒112-0001 金属床による総義歯の提供

文京区白山二丁目２９番６号　白       （金属総義歯）第  9977号                徴収開始年月日：平成28年11月22日
山スカイビュー１０３号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           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  3536号                  徴収開始年月日：平成28年 6月 4日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,950          

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日     98

05,4784,4 ミルキー歯科クリニッ〒113-0031 金属床による総義歯の提供
ク 文京区根津一丁目１６番８号　ヴ       （金属総義歯）第  9916号                徴収開始年月日：平成28年 1月12日

ィルヌーブ文京・根津１０１           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  3516号                  徴収開始年月日：平成28年 1月12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          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05,4801,6 医療法人社団　ＭＥＤ〒112-0006 金属床による総義歯の提供

ＩＱＯＬ　デンタルク文京区小日向四丁目６番１２号　       （金属総義歯）第  9976号                徴収開始年月日：平成28年12月 1日
リニック　小日向 茗荷谷駅ＭＦビル２０５号室           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          01:白金                                               378,000    378,800    
          03:コバルト                                           324,000    324,000    
          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  3545号                  徴収開始年月日：平成28年12月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      3,240          
          02:小窩裂溝填塞      1,620          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05,4808,1 デンタルオフィスＫＥ〒113-0033 金属床による総義歯の提供

Ｎ 文京区本郷五丁目２３番１１号　       （金属総義歯）第 10000号                徴収開始年月日：平成29年 8月 1日
林華ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           200,000    250,000    
          04:チタン                                             200,000    250,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05,4812,3 三井歯科クリニック 〒112-0015 金属床による総義歯の提供

文京区目白台一丁目２３番７号　       （金属総義歯）第 10017号                徴収開始年月日：平成29年11月 1日
グリーンヒルズ目白台１０２号室           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:白金                                               550,000    550,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06,4184,5 菊屋橋歯科 〒111-0041 金属床による総義歯の提供

台東区元浅草四丁目８番１２号       （金属総義歯）第  1269号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06,4256,1 渡辺歯科医院 〒111-0035 金属床による総義歯の提供

台東区西浅草二丁目２０番２号       （金属総義歯）第  1279号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06,4280,1 秋山歯科医院 〒111-0053 金属床による総義歯の提供

台東区浅草橋一丁目２７番３号　       （金属総義歯）第  1281号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
谷亀ビル           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日     99

06,4291,8 太田歯科医院 〒111-0022 金属床による総義歯の提供
台東区清川二丁目７番１４号       （金属総義歯）第  1284号                徴収開始年月日：平成 6年 6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    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06,4292,6 山本歯科医院 〒110-0016 金属床による総義歯の提供

台東区台東四丁目２１番２０号       （金属総義歯）第  1285号                徴収開始年月日：平成 6年 8月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          04:チタン                                             315,000    315,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06,4306,4 加藤歯科医院 〒111-0053 金属床による総義歯の提供

台東区浅草橋三丁目３番２号       （金属総義歯）第  1287号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06,4313,0 冠木歯科医院 〒111-0023 金属床による総義歯の提供

台東区橋場二丁目２番１１号       （金属総義歯）第  1289号                徴収開始年月日：平成 6年 6月26日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06,4332,0 大川歯科医院 〒111-0035 金属床による総義歯の提供

台東区西浅草二丁目１４番１５号       （金属総義歯）第  1295号                徴収開始年月日：平成 6年 6月27日
　諏訪ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06,4339,5 戸沢歯科医院 〒111-0032 金属床による総義歯の提供

台東区浅草三丁目２４番９号       （金属総義歯）第  1297号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06,4341,1 玉野歯科医院 〒110-0016 金属床による総義歯の提供

台東区台東四丁目１９番１５号       （金属総義歯）第  1298号                徴収開始年月日：平成 6年 7月12日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06,4351,0 小山歯科医院 〒110-0005 金属床による総義歯の提供

台東区上野六丁目８番１５号       （金属総義歯）第  7399号                徴収開始年月日：平成 6年 7月20日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06,4356,9 佐藤歯科医院 〒111-0032 金属床による総義歯の提供

台東区浅草六丁目３８番５号       （金属総義歯）第  1304号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06,4357,7 山本歯科医院 〒110-0005 金属床による総義歯の提供

台東区上野一丁目１４番２号       （金属総義歯）第  1305号                徴収開始年月日：平成 6年 6月30日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           262,500               

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    100

06,4369,2 磯部歯科医院 〒111-0042 金属床による総義歯の提供
台東区寿二丁目１０番１５号　田       （金属総義歯）第  1311号                徴収開始年月日：平成 6年 6月28日
原町ビル８階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1606号                  徴収開始年月日：平成 9年 6月28日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06,4394,0 鈴木歯科医院 〒111-0041 金属床による総義歯の提供

台東区元浅草四丁目１０番４号       （金属総義歯）第  1315号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06,4403,9 キヅキ歯科医院 〒111-0032 金属床による総義歯の提供

台東区浅草一丁目３７番３号       （金属総義歯）第  1319号                徴収開始年月日：平成 6年 8月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          01:白金                                               395,000    395,000    
          02:金                                                 390,000    390,000    
          03:コバルト                                           230,000    230,000    
          04:チタン                                             290,000    290,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1071号                  徴収開始年月日：平成 9年 4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          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06,4407,0 江里口歯科医院 〒110-0013 金属床による総義歯の提供

台東区入谷一丁目１１番１１号       （金属総義歯）第  1320号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   905号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06,4412,0 小林歯科 〒110-0005 金属床による総義歯の提供

台東区上野六丁目１４番４号　冨       （金属総義歯）第  1321号                徴収開始年月日：平成 6年 7月 1日
坂ビル４階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06,4419,5 高須歯科医院 〒110-0013 金属床による総義歯の提供

台東区入谷一丁目１８番５号　入       （金属総義歯）第  1322号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
谷日伸ハイツ           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06,4424,5 のがみ歯科 〒110-0016 金属床による総義歯の提供

台東区台東一丁目１７番８号　野       （金属総義歯）第  1325号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
上ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06,4431,0 アイ歯科 〒111-0054 金属床による総義歯の提供

台東区鳥越一丁目２２番４号　清       （金属総義歯）第  8171号                徴収開始年月日：平成17年 8月30日
洲アベニュー髙３０１号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    101

06,4438,5 永井歯科クリニック 〒110-0001 金属床による総義歯の提供
台東区谷中一丁目１番１８号　シ       （金属総義歯）第  1330号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
ャトー根津１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06,4448,4 今村歯科医院 〒111-0034 金属床による総義歯の提供

台東区雷門二丁目１４番８号       （金属総義歯）第  1332号                徴収開始年月日：平成 6年 6月29日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06,4450,0 原本歯科医院 〒111-0042 金属床による総義歯の提供

台東区寿四丁目１２番７号　第一       （金属総義歯）第  1333号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
矢口ビル４階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06,4453,4 小野沢歯科医院 〒110-0001 金属床による総義歯の提供

台東区谷中五丁目８番２号       （金属総義歯）第  1334号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                                      230,000    
          04:チタン                                             270,000               

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06,4455,9 目崎歯科医院 〒110-0011 金属床による総義歯の提供

台東区三ノ輪一丁目１番１２号　       （金属総義歯）第  1335号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
メイゼンハイツ三ノ輪１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06,4456,7 高橋歯科 〒110-0015 金属床による総義歯の提供

台東区東上野三丁目２１番７号　       （金属総義歯）第  1336号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
福井ビル           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           231,000    231,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1226号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06,4467,4 早乙女歯科医院 〒111-0021 金属床による総義歯の提供

台東区日本堤一丁目５番１１号       （金属総義歯）第  1337号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06,4474,0 白井歯科医院 〒110-0014 金属床による総義歯の提供

台東区北上野二丁目３０番４号       （金属総義歯）第  1333号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    102

06,4482,3 ライオンズビル歯科医〒111-0034 金属床による総義歯の提供
院 台東区雷門二丁目３番５号　ライ       （金属総義歯）第  1345号                徴収開始年月日：平成 6年 7月 1日

オンズビル３階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          01:白金                                               750,000    750,000    
          02:金                                                 900,000    900,000    
          03:コバルト                                           250,000    250,000    
          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   923号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06,4483,1 松木歯科医院 〒111-0056 金属床による総義歯の提供

台東区小島二丁目３番８号       （金属総義歯）第  8310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                                           400,000               

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06,4484,9 深井歯科医院 〒111-0032 金属床による総義歯の提供

台東区浅草一丁目３０番７号　橋       （金属総義歯）第  1347号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
本ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06,4485,6 江口歯科クリニック 〒111-0041 金属床による総義歯の提供

台東区元浅草二丁目１１番９号　       （金属総義歯）第  1248号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
滝井ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06,4490,6 久木留歯科 〒111-0032 金属床による総義歯の提供

台東区浅草三丁目２２番１号       （金属総義歯）第  1352号                徴収開始年月日：平成 6年 6月30日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06,4494,8 山本歯科医院 〒111-0042 金属床による総義歯の提供

台東区寿一丁目１番３号       （金属総義歯）第  1351号                徴収開始年月日：平成 6年 6月30日
          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  1360号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月23日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06,4502,8 おおと歯科医院 〒110-0016 金属床による総義歯の提供

台東区台東三丁目４０番１０号　       （金属総義歯）第  1354号                徴収開始年月日：平成 7年 1月 5日
大畑ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06,4503,6 巣山歯科医院 〒111-0052 金属床による総義歯の提供

台東区柳橋二丁目６番４号　木島       （金属総義歯）第  1355号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
ビル６階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06,4518,4 河合歯科医院 〒111-0036 金属床による総義歯の提供

台東区松が谷四丁目２６番１５号       （金属総義歯）第  1362号                徴収開始年月日：平成 6年 6月21日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    103

06,4529,1 真木歯科医院 〒111-0024 金属床による総義歯の提供
台東区今戸一丁目３番１３号　さ       （金属総義歯）第  1367号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
くらコーポ１０１           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   261号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06,4531,7 庄司歯科医院 〒111-0035 金属床による総義歯の提供

台東区西浅草三丁目２０番８号       （金属総義歯）第  1368号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           300,000               

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06,4538,2 池野谷歯科医院 〒111-0042 金属床による総義歯の提供

台東区寿二丁目７番１４号       （金属総義歯）第  9884号                徴収開始年月日：平成27年 1月 7日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           378,000    432,000    
          01:白金                                             1,080,000  1,296,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   998号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06,4539,0 亀井歯科クリニック 〒110-0016 金属床による総義歯の提供

台東区台東一丁目３１番１０号　       （金属総義歯）第  1372号                徴収開始年月日：平成 6年 9月 1日
２０２号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06,4549,9 医療法人社団　徳洋会〒110-0004 金属床による総義歯の提供

　大谷歯科クリニック台東区下谷二丁目３番２号　ルッ       （金属総義歯）第  8112号                徴収開始年月日：平成14年 5月 1日
クハイツうぐいす谷１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           300,000    300,000    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06,4551,5 キンヤ歯科クリニック〒110-0004 金属床による総義歯の提供

台東区下谷三丁目８番９号　グラ       （金属総義歯）第  1378号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
ンドメゾン雅２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   927号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06,4553,1 昭和通り歯科 〒110-0005 金属床による総義歯の提供

台東区上野五丁目５番８号　第７       （金属総義歯）第  1379号                徴収開始年月日：平成 6年 7月15日
協立ビル３階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           320,000    310,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   783号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    104

06,4556,4 坂本歯科医院 〒110-0002 金属床による総義歯の提供
台東区上野桜木一丁目１１番１２       （金属総義歯）第  1381号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1517号                  徴収開始年月日：平成 9年 5月22日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06,4557,2 佐古歯科 〒110-0005 金属床による総義歯の提供

台東区上野三丁目１５番９号　深       （金属総義歯）第  1382号                徴収開始年月日：平成 6年 6月23日
井ビル           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06,4561,4 医療法人社団　志皓会〒110-0015 金属床による総義歯の提供

　理浩歯科クリニック台東区東上野一丁目２番１３号　       （金属総義歯）第  1384号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
カーニープレイス新御徒町３階           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   283号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      3,150          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06,4563,0 デンタルクリニック根〒110-0003 金属床による総義歯の提供

岸 台東区根岸五丁目１３番９号　帝       （金属総義歯）第  1385号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 6日
都ビル１０１号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06,4564,8 医療法人社団　恵愛会〒111-0053 金属床による総義歯の提供

　腰原歯科クリニック台東区浅草橋一丁目９番１２号　       （金属総義歯）第  1386号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
浅草橋駅前ビル４階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           270,000               
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06,4567,1 田中歯科医院 〒111-0032 金属床による総義歯の提供

台東区浅草六丁目４２番７号       （金属総義歯）第  1388号                徴収開始年月日：平成 6年 6月25日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           328,000               
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1151号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06,4577,0 遠藤歯科医院 〒110-0005 金属床による総義歯の提供

台東区上野五丁目１４番４号       （金属総義歯）第  1392号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06,4585,3 根日屋歯科医院 〒110-0016 金属床による総義歯の提供

台東区台東三丁目４番４号　根日       （金属総義歯）第  1396号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
屋建築不動産ビル４階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   341号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    105

06,4586,1 元浅草歯科医院 〒111-0041 金属床による総義歯の提供
台東区元浅草三丁目６番１号　ヒ       （金属総義歯）第  1397号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
ラコビル６　二階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06,4600,0 秋山歯科医院 〒110-0012 う蝕に罹患している患者の指導管理

台東区竜泉三丁目５番４号       （う蝕管理）第   962号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06,4601,8 伊藤歯科医院 〒111-0055 金属床による総義歯の提供

台東区三筋二丁目９番２号       （金属総義歯）第  1405号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06,4611,7 中島歯科クリニック 〒110-0016 金属床による総義歯の提供

台東区台東二丁目１番３号　ＫＭ       （金属総義歯）第  1411号                徴収開始年月日：平成 6年 7月 1日
センチュリービル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06,4612,5 医療法人社団　宮元会〒111-0033 金属床による総義歯の提供

　花川戸歯科医院 台東区花川戸一丁目１１番６号　       （金属総義歯）第  1412号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
エリーゼ片岡ビル３階４階５階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   650号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06,4618,2 八木下歯科医院 〒111-0036 金属床による総義歯の提供

台東区松が谷二丁目２７番１２号       （金属総義歯）第  1416号                徴収開始年月日：平成 6年 6月25日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06,4622,4 医療法人社団　徳裕会〒111-0032 う蝕に罹患している患者の指導管理

　浅草西川歯科医院 台東区浅草六丁目２０番８号       （う蝕管理）第  1595号                  徴収開始年月日：平成 9年 6月20日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06,4623,2 青木歯科クリニック 〒110-0015 金属床による総義歯の提供

台東区東上野一丁目２４番９号       （金属総義歯）第  1417号                徴収開始年月日：平成 7年 8月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06,4626,5 大村歯科医院 〒110-0003 金属床による総義歯の提供

台東区根岸五丁目１１番３５号       （金属総義歯）第  1418号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06,4627,3 ソヤムラ歯科医院 〒111-0054 金属床による総義歯の提供

台東区鳥越一丁目７番１号　曽谷       （金属総義歯）第  1419号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
村ビル２階Ａ号室           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    106

06,4629,9 やまうち歯科 〒111-0032 金属床による総義歯の提供
台東区浅草三丁目１６番１号　デ       （金属総義歯）第  1421号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
ィアハイム浅草２０４号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

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 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06,4632,3 五明歯科医院 〒111-0043 金属床による総義歯の提供

台東区駒形二丁目５番３号　モチ       （金属総義歯）第  1423号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
ヅキビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   525号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06,4633,1 医療法人社団　勝誠会〒111-0035 金属床による総義歯の提供

　田原町歯科医院 台東区西浅草一丁目２番２号　八       （金属総義歯）第  1424号                徴収開始年月日：平成 6年 6月23日
宝ビル４階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   408号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06,4639,8 関戸歯科医院 〒111-0035 金属床による総義歯の提供

台東区西浅草二丁目１２番８号　       （金属総義歯）第  9364号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
関戸ＢＬＤＧ２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

                                ニッケルクロム                  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   491号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06,4641,4 坂歯科 〒110-0015 金属床による総義歯の提供

台東区東上野二丁目２２番６号　       （金属総義歯）第  1429号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
システム上野ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06,4642,2 中島歯科医院 〒110-0015 金属床による総義歯の提供

台東区東上野五丁目８番３号　マ       （金属総義歯）第  1430号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
リオン飯島１０１号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          04:チタン                                             250,000               
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06,4648,9 医療法人社団　寿幸会〒111-0051 金属床による総義歯の提供

　笠原歯科医院 台東区蔵前三丁目１３番１０号       （金属総義歯）第  1435号                徴収開始年月日：平成 6年 7月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
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 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    107

06,4652,1 宮内歯科医院 〒111-0032 金属床による総義歯の提供
台東区浅草六丁目６番１号       （金属総義歯）第  1439号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06,4655,4 ひきば歯科医院 〒111-0051 金属床による総義歯の提供

台東区蔵前四丁目３３番８号　Ｈ       （金属総義歯）第  1440号                徴収開始年月日：平成 6年11月 1日
Ｋビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          02:金                                                 500,000    600,000    
          03:コバルト                                           400,000    500,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   775号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06,4657,0 ジェイエムビル歯科医〒111-0051 金属床による総義歯の提供

院 台東区蔵前二丁目６番３号　ジェ       （金属総義歯）第  1441号                徴収開始年月日：平成 7年 5月19日
イ・エムビル５階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   801号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06,4659,6 葛井歯科医院 〒110-0015 う蝕に罹患している患者の指導管理

台東区東上野四丁目２７番１２号       （う蝕管理）第  1557号                  徴収開始年月日：平成 9年 7月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06,4660,4 小泉歯科クリニック 〒110-0003 金属床による総義歯の提供

台東区根岸一丁目２番２０号　田       （金属総義歯）第  1442号                徴収開始年月日：平成 7年 4月20日
中ビルⅡ３階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           250,000               
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06,4664,6 山岸歯科医院 〒111-0051 金属床による総義歯の提供

台東区蔵前三丁目２０番１号       （金属総義歯）第  1443号                徴収開始年月日：平成 7年 6月26日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1001号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06,4666,1 小林歯科医院 〒111-0035 金属床による総義歯の提供

台東区西浅草二丁目１６番１号       （金属総義歯）第  1444号                徴収開始年月日：平成 7年11月10日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    108

06,4678,6 柳沢歯科 〒111-0053 金属床による総義歯の提供
台東区浅草橋一丁目４番６号　遠       （金属総義歯）第  9851号                徴収開始年月日：平成26年 4月 1日
藤ビル３階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           270,000    270,000    
          04:チタン                                             432,000    432,000    
          01:白金                                               540,000    540,000    
          40:その他             金合金                          540,000    540,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2060号                  徴収開始年月日：平成11年 9月28日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,300          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06,4679,4 月山歯科医院 〒111-0041 う蝕に罹患している患者の指導管理

台東区元浅草二丁目７番１２号　       （う蝕管理）第   288号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
東宝マンション２０１号室           継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06,4680,2 須田歯科クリニック 〒111-0053 金属床による総義歯の提供

台東区浅草橋一丁目２４番３号　       （金属総義歯）第  6253号                徴収開始年月日：平成 8年 6月 1日
杉木立ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06,4683,6 台東歯科クリニック 〒111-0034 金属床による総義歯の提供

台東区雷門二丁目１１番８号       （金属総義歯）第  6317号                徴収開始年月日：平成 8年 6月28日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          01:白金                                               800,000    800,000    
          02:金                                                 800,000    800,000    
          03:コバルト                                           300,000    300,000    
          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  1313号                  徴収開始年月日：平成 9年 4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      1,500          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06,4687,7 中村歯科医院 〒110-0016 金属床による総義歯の提供

台東区台東一丁目３番２号       （金属総義歯）第  6425号                徴収開始年月日：平成 8年10月 2日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06,4691,9 北野歯科医院 〒110-0016 金属床による総義歯の提供

台東区台東一丁目１２番１０号　       （金属総義歯）第  6547号                徴収開始年月日：平成 9年 1月21日
小守ビル３階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06,4693,5 医療法人社団　松山会〒111-0042 う蝕に罹患している患者の指導管理

　ことぶきわたなべ歯台東区寿二丁目３番６号　       （う蝕管理）第  2557号                  徴収開始年月日：平成15年 8月 1日
科医院           継続管理種類  　      価格

          01:フッ化物局所      3,150          
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    109

06,4698,4 岩間歯科医院 〒110-0012 金属床による総義歯の提供
台東区竜泉三丁目１３番６号       （金属総義歯）第  6649号                徴収開始年月日：平成 9年 3月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1457号                  徴収開始年月日：平成 9年 5月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06,4703,2 小野歯科医院 〒110-0004 金属床による総義歯の提供

台東区下谷二丁目１２番７号       （金属総義歯）第  6867号                徴収開始年月日：平成 9年11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  2598号                  徴収開始年月日：平成15年12月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06,4714,9 山口歯科医院 〒110-0014 金属床による総義歯の提供

台東区北上野二丁目１２番１１号       （金属総義歯）第  7041号                徴収開始年月日：平成10年 4月 1日
　鈴木工業ビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1818号                  徴収開始年月日：平成10年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06,4715,6 渡辺歯科医院 〒111-0032 金属床による総義歯の提供

台東区浅草四丁目２７番３号       （金属総義歯）第  7042号                徴収開始年月日：平成10年 3月 9日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06,4716,4 半田歯科医院 〒111-0041 金属床による総義歯の提供

台東区元浅草四丁目６番５号　今       （金属総義歯）第  7084号                徴収開始年月日：平成10年 4月22日
井ビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1836号                  徴収開始年月日：平成10年 4月22日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06,4719,8 やまもと歯科医院 〒111-0053 金属床による総義歯の提供

台東区浅草橋二丁目１番１０号　       （金属総義歯）第  7204号                徴収開始年月日：平成10年10月 1日
松根屋ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1910号                  徴収開始年月日：平成10年10月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06,4720,6 きたしろ歯科医院 〒110-0015 金属床による総義歯の提供

台東区東上野一丁目７番３号　フ       （金属総義歯）第  7205号                徴収開始年月日：平成10年10月30日
クモトビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1911号                  徴収開始年月日：平成10年10月30日
          継続管理種類  　      価格



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    110

06,4721,4 医療法人社団　輝昌会〒111-0032 金属床による総義歯の提供
　田歯科医院 台東区浅草四丁目４４番９号　佐       （金属総義歯）第  7167号                徴収開始年月日：平成10年10月 1日

久間ビル２階           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  1898号                  徴収開始年月日：平成10年10月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06,4723,0 桐歯科医院 〒111-0023 金属床による総義歯の提供

台東区橋場一丁目９番６号　コー       （金属総義歯）第  7297号                徴収開始年月日：平成11年 2月 1日
トポローニア２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1960号                  徴収開始年月日：平成11年 2月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06,4724,8 おおくぼ歯科医院 〒110-0014 金属床による総義歯の提供

台東区北上野二丁目８番３号       （金属総義歯）第  7244号                徴収開始年月日：平成10年12月28日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           420,000    420,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1957号                  徴収開始年月日：平成10年12月28日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06,4727,1 奥沢歯科医院 〒111-0036 金属床による総義歯の提供

台東区松が谷四丁目２７番１５号       （金属総義歯）第  7444号                徴収開始年月日：平成11年 7月30日
　ストーク松が谷２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           250,000               
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06,4729,7 サンエス歯科医院 〒111-0051 金属床による総義歯の提供

台東区蔵前一丁目７番７号　アイ       （金属総義歯）第  7538号                徴収開始年月日：平成11年10月16日
ランドビル１０１号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2101号                  徴収開始年月日：平成11年10月16日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06,4731,3 中野歯科クリニック 〒111-0052 金属床による総義歯の提供

台東区柳橋一丁目２３番３号　Ｖ       （金属総義歯）第  7592号                徴収開始年月日：平成12年 1月25日
ＯＲＴ浅草橋駅前４Ｆ           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           315,000    315,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2147号                  徴収開始年月日：平成12年 1月25日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      3,150          
          02:小窩裂溝填塞      3,150          

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    111

06,4732,1 よしひら歯科クリニッ〒110-0015 金属床による総義歯の提供
ク 台東区東上野六丁目３番１４号       （金属総義歯）第  8022号                徴収開始年月日：平成14年 1月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06,4733,9 中冨歯科 〒110-0005 金属床による総義歯の提供

台東区上野三丁目２３番１１号　       （金属総義歯）第  7636号                徴収開始年月日：平成12年 3月28日
松田ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2168号                  徴収開始年月日：平成12年 3月28日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,470          
          02:小窩裂溝填塞      2,100          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06,4736,2 永田歯科医院 〒111-0036 金属床による総義歯の提供

台東区松が谷二丁目１９番１０号       （金属総義歯）第  7702号                徴収開始年月日：平成12年 6月 6日
　ストークプラザ上野松が谷１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
１０１ う蝕に罹患している患者の指導管理

      （う蝕管理）第  2221号                  徴収開始年月日：平成12年 6月 6日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06,4737,0 小森歯科医院 〒110-0015 金属床による総義歯の提供

台東区東上野三丁目１９番１５号       （金属総義歯）第  7762号                徴収開始年月日：平成12年 8月 1日
　コモリビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2261号                  徴収開始年月日：平成12年 9月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06,4738,8 医療法人社団　正誠会〒110-0013 金属床による総義歯の提供

　入谷歯科 台東区入谷一丁目１６番６号　シ       （金属総義歯）第  7788号                徴収開始年月日：平成12年 9月 1日
ャトー入谷１階           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    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2279号                  徴収開始年月日：平成12年 9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          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06,4741,2 ひとしデンタルクリニ〒110-0005 金属床による総義歯の提供

ック 台東区上野二丁目１１番１０号　       （金属総義歯）第  7789号                徴収開始年月日：平成12年11月 1日
小島ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    112

06,4742,0 加藤歯科医院 〒111-0041 金属床による総義歯の提供
台東区元浅草一丁目６番７号       （金属総義歯）第  7817号                徴収開始年月日：平成12年11月17日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2299号                  徴収開始年月日：平成12年11月17日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06,4751,1 小浜歯科医院 〒110-0003 金属床による総義歯の提供

台東区根岸五丁目６番４号       （金属総義歯）第  8023号                徴収開始年月日：平成14年 1月10日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06,4752,9 手島歯科医院 〒110-0012 金属床による総義歯の提供

台東区竜泉一丁目３３番７号       （金属総義歯）第  8044号                徴収開始年月日：平成13年12月20日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06,4754,5 医療法人社団　健優会〒110-0014 金属床による総義歯の提供

　柴野歯科医院 台東区北上野一丁目９番７号　Ｋ       （金属総義歯）第  9366号                徴収開始年月日：平成20年12月11日
Ｓビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           300,000    300,000    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06,4761,0 医療法人社団　英歯会〒111-0033 金属床による総義歯の提供

　いしやま歯科・矯正台東区花川戸一丁目２番３号　浅       （金属総義歯）第  8202号                徴収開始年月日：平成14年 9月 2日
歯科 草駅ビル４階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           300,000    300,000    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06,4767,7 石川歯科医院 〒111-0034 金属床による総義歯の提供

台東区雷門二丁目１番１１号       （金属総義歯）第  8233号                徴収開始年月日：平成14年12月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2493号                  徴収開始年月日：平成14年12月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06,4769,3 医療法人社団　晃進会〒110-0015 金属床による総義歯の提供

　うえの駅前歯科医院台東区東上野三丁目１８番１１号       （金属総義歯）第  8279号                徴収開始年月日：平成15年 6月 1日
　まるかビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           262,500               
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06,4773,5 ハヤシデンタルクリニ〒111-0033 金属床による総義歯の提供

ック 台東区花川戸二丁目１６番７号　       （金属総義歯）第  8328号                徴収開始年月日：平成15年 9月 1日
大津屋花二ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          01:白金                                               300,000    300,000    
          02:金                                                 350,000    350,000    
          03:コバルト                                           400,000    400,000    
          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  2558号                  徴収開始年月日：平成15年 9月 1日
          継続管理種類  　      価格



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    113

06,4775,0 向津歯科医院 〒110-0015 金属床による総義歯の提供
台東区東上野四丁目２７番８号       （金属総義歯）第  8410号                徴収開始年月日：平成15年11月10日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06,4776,8 あおい歯科診療室 〒110-0003 う蝕に罹患している患者の指導管理

台東区根岸三丁目３番１８号       （う蝕管理）第  2614号                  徴収開始年月日：平成16年 2月10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          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06,4780,0 医療法人社団　剣正会〒110-0015 金属床による総義歯の提供

　東上野歯科クリニッ台東区東上野三丁目１８番７号　       （金属総義歯）第  8543号                徴収開始年月日：平成16年 9月 1日
ク 上野駅前ビル３階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          02:金                                                 630,000    630,000    
          03:コバルト                                           315,000    315,000    
          04:チタン                                             630,000    630,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06,4782,6 入谷デンタルクリニッ〒110-0004 金属床による総義歯の提供

ク 台東区下谷二丁目１５番１号　東       （金属総義歯）第  8610号                徴収開始年月日：平成16年12月22日
京縫製会館ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06,4788,3 さや歯科医院 〒111-0035 金属床による総義歯の提供

台東区西浅草三丁目１６番８号       （金属総義歯）第  8691号                徴収開始年月日：平成17年 7月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2765号                  徴収開始年月日：平成17年 7月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06,4805,5 川又歯科医院 〒111-0054 金属床による総義歯の提供

台東区鳥越一丁目５番６号       （金属総義歯）第  9049号                徴収開始年月日：平成19年 4月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           283,500    315,000    
          04:チタン                                             336,000    357,000    
          02:金                                                 735,000    787,500    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2993号                  徴収開始年月日：平成19年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      3,150          
          02:小窩裂溝填塞      3,150          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06,4810,5 松田歯科医院 〒110-0005 金属床による総義歯の提供

台東区上野四丁目９番３号　       （金属総義歯）第  9174号                徴収開始年月日：平成19年10月 9日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           262,500    262,500    
          04:チタン                                             283,500    283,500    
          02:金                                                 315,000    315,000    



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    114

06,4812,1 ひまわりデンタルクリ〒111-0032 金属床による総義歯の提供
ニック 台東区浅草六丁目２４番７号       （金属総義歯）第  9249号                徴収開始年月日：平成20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    
                                ニッケルチタン                  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  3133号                  徴収開始年月日：平成20年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,000          
          02:小窩裂溝填塞      1,500          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06,4816,2 ウノ歯科医院 〒110-0008 金属床による総義歯の提供

台東区池之端二丁目５番３６号　       （金属総義歯）第  9294号                徴収開始年月日：平成20年 7月 1日
ゲンビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           262,500    262,500    
          02:金                                                 420,000    420,000    
          04:チタン                                             420,000    420,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06,4828,7 上野スマイル歯科 〒110-0005 金属床による総義歯の提供

台東区上野六丁目２番１４号　喜       （金属総義歯）第  9433号                徴収開始年月日：平成21年 9月18日
久屋ビル８階           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    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  3244号                  徴収開始年月日：平成21年 9月18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          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06,4831,1 いずみ歯科クリニック〒111-0036 金属床による総義歯の提供

台東区松が谷三丁目１１番９号       （金属総義歯）第  9475号                徴収開始年月日：平成22年 4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  3278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      1,000          
          02:小窩裂溝填塞      1,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06,4839,4 医療法人社団　徳誠会〒110-0003 金属床による総義歯の提供

　三ノ輪歯科 台東区根岸五丁目２４番４号　１       （金属総義歯）第  9660号                徴収開始年月日：平成23年12月 1日
階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          02:金                                                 500,000    500,000    
          04:チタン                                             500,000    500,000    
          03:コバルト                                           350,000    350,000    

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    115

06,4840,2 医療法人社団　顕心会〒110-0015 金属床による総義歯の提供
　Ｋ’ｓ　Ｄｅｎｔａ台東区東上野四丁目８番１号　Ｔ       （金属総義歯）第  9679号                徴収開始年月日：平成24年 2月 6日
ｌ ＩＸＴＯＷＥＲ　ＵＥＮＯ　２０           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

１           03:コバルト                                           300,000    300,000    
          04:チタン                                             500,000    500,000    
          02:金                                                 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  3398号                  徴収開始年月日：平成24年 2月 6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      2,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06,4842,8 医療法人社団　藤惣会〒111-0032 金属床による総義歯の提供

　藤関歯科医院浅草 台東区浅草一丁目２２番１１号　       （金属総義歯）第  9703号                徴収開始年月日：平成24年 5月 1日
２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           350,000    350,000    
          02:金                                               1,000,000  1,000,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  3413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      1,000          
          02:小窩裂溝填塞      1,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06,4849,3 まゆみ歯科 〒111-0042 金属床による総義歯の提供

台東区寿二丁目７番１７号　       （金属総義歯）第  9768号                徴収開始年月日：平成25年 3月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          02:金                                                 200,000    200,000    
          01:白金                                               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  3447号                  徴収開始年月日：平成25年 3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      2,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06,4856,8 東京保健生活協同組合〒111-0023 金属床による総義歯の提供

　橋場診療所歯科 台東区橋場二丁目２番５号　１階       （金属総義歯）第  9873号                徴収開始年月日：平成25年10月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           210,000    210,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07,4083,7 医療法人社団　広生会〒130-0001 金属床による総義歯の提供

　安田歯科医院 墨田区吾妻橋三丁目３番５号       （金属総義歯）第  3600号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    116

07,4135,5 篠田歯科医院 〒130-0004 金属床による総義歯の提供
墨田区本所三丁目２番７号       （金属総義歯）第  1462号                徴収開始年月日：平成 6年11月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07,4206,4 斉藤歯科医院 〒130-0002 金属床による総義歯の提供

墨田区業平五丁目７番６号       （金属総義歯）第  1469号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           250,000    250,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07,4213,0 山本歯科 〒131-0045 金属床による総義歯の提供

墨田区押上三丁目４２番９号       （金属総義歯）第  1471号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07,4236,1 大島歯科医院 〒130-0011 金属床による総義歯の提供

墨田区石原二丁目１７番３号       （金属総義歯）第  1480号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07,4240,3 武内歯科医院 〒131-0046 金属床による総義歯の提供

墨田区京島三丁目４９番１６号       （金属総義歯）第  1481号                徴収開始年月日：平成 6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                                             250,000    250,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07,4251,0 手島歯科医院 〒131-0031 金属床による総義歯の提供

墨田区墨田三丁目１０番１４号       （金属総義歯）第  1486号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07,4257,7 加藤歯科医院 〒130-0004 金属床による総義歯の提供

墨田区本所一丁目１３番２４号　       （金属総義歯）第  1487号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
片原ビル３階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07,4260,1 浜本歯科医院 〒130-0021 金属床による総義歯の提供

墨田区緑二丁目１５番１７号       （金属総義歯）第  1488号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 9日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          04:チタン                                             350,000               

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07,4263,5 上竹歯科医院 〒131-0033 金属床による総義歯の提供

墨田区向島一丁目５番７号       （金属総義歯）第  1489号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          01:白金                                               800,000    800,000    
          02:金                                                 700,000    700,000    
          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   169号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    117

07,4266,8 長根歯科医院 〒130-0022 金属床による総義歯の提供
墨田区江東橋三丁目１４番１０号       （金属総義歯）第  1490号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07,4268,4 医療法人社団　同志会〒131-0032 金属床による総義歯の提供

　原歯科医院 墨田区東向島五丁目３６番８号       （金属総義歯）第  1491号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          01:白金                                               400,000    400,000    
          03:コバルト                                           150,000    150,000    
          04:チタン                                             200,000    200,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07,4276,7 八広歯科クリニック 〒131-0041 金属床による総義歯の提供

墨田区八広六丁目５８番９号       （金属総義歯）第  1493号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07,4281,7 遠藤歯科医院 〒131-0043 金属床による総義歯の提供

墨田区立花五丁目２６番１０号       （金属総義歯）第  1495号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1270号                  徴収開始年月日：平成 9年 5月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07,4284,1 岡本歯科医院 〒130-0002 金属床による総義歯の提供

墨田区業平四丁目４番８号       （金属総義歯）第  1497号                徴収開始年月日：平成 6年 8月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07,4292,4 山本歯科医院 〒131-0031 金属床による総義歯の提供

墨田区墨田一丁目１番１号       （金属総義歯）第  1499号                徴収開始年月日：平成 6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    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07,4294,0 押上歯科医院 〒130-0002 金属床による総義歯の提供

墨田区業平二丁目１７番６号       （金属総義歯）第  1500号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07,4296,5 難波歯科医院 〒131-0041 金属床による総義歯の提供

墨田区八広六丁目３６番１号       （金属総義歯）第  1502号                徴収開始年月日：平成 6年 6月13日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           200,000               

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07,4298,1 かんべ歯科医院 〒130-0012 金属床による総義歯の提供

墨田区太平一丁目２２番２号       （金属総義歯）第  1504号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           230,000    230,000    



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    118

07,4299,9 彰美歯科医院 〒131-0032 金属床による総義歯の提供
墨田区東向島二丁目４９番１３号       （金属総義歯）第  1505号                徴収開始年月日：平成 6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    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07,4305,4 斉藤歯科医院 〒130-0011 金属床による総義歯の提供

墨田区石原一丁目２２番３号       （金属総義歯）第  1506号                徴収開始年月日：平成 6年 7月 6日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           241,500    241,500    
          04:チタン                                             315,000               

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07,4307,0 イズミ歯科 〒130-0002 金属床による総義歯の提供

墨田区業平四丁目１０番６号　和       （金属総義歯）第  1507号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
泉ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07,4308,8 小倉歯科 〒130-0022 金属床による総義歯の提供

墨田区江東橋四丁目１６番５号       （金属総義歯）第  1508号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07,4313,8 宮奈歯科 〒131-0043 金属床による総義歯の提供

墨田区立花一丁目１５番４号       （金属総義歯）第  1509号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   159号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07,4326,0 蛭間歯科クリニック 〒130-0026 金属床による総義歯の提供

墨田区両国二丁目２０番１２号Ａ       （金属総義歯）第  1513号                徴収開始年月日：平成 6年 7月25日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07,4334,4 熊谷歯科医院 〒131-0041 金属床による総義歯の提供

墨田区八広三丁目３９番５号　１       （金属総義歯）第  1517号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
０２           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               

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07,4345,0 タカダ歯科医院 〒131-0032 金属床による総義歯の提供

墨田区東向島三丁目１０番９号       （金属総義歯）第  1521号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           210,000    210,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07,4363,3 石井歯科医院 〒130-0011 金属床による総義歯の提供

墨田区石原二丁目２番８号　露崎       （金属総義歯）第  1523号                徴収開始年月日：平成 6年 7月20日
ビル           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1324号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月21日
          継続管理種類  　      価格



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    119

07,4371,6 沖山歯科医院 〒131-0032 金属床による総義歯の提供
墨田区東向島二丁目１２番９号       （金属総義歯）第  1525号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07,4378,1 坂田歯科医院 〒131-0032 金属床による総義歯の提供

墨田区東向島五丁目１１番２号       （金属総義歯）第  1529号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07,4380,7 大川歯科医院 〒131-0045 金属床による総義歯の提供

墨田区押上三丁目２５番１６号　       （金属総義歯）第  1530号                徴収開始年月日：平成 6年 7月15日
大川マンション１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07,4386,4 江歯科医院 〒131-0033 金属床による総義歯の提供

墨田区向島一丁目１１番１０号       （金属総義歯）第  1532号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07,4388,0 吉澤歯科クリニック 〒131-0043 金属床による総義歯の提供

墨田区立花二丁目８番３号       （金属総義歯）第  1533号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07,4391,4 あべ歯科医院 〒130-0012 う蝕に罹患している患者の指導管理

墨田区太平三丁目１８番１号　タ       （う蝕管理）第   339号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
マビル           継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07,4392,2 なかの歯科医院 〒130-0011 金属床による総義歯の提供

墨田区石原二丁目１５番９号　交       （金属総義歯）第  1535号                徴収開始年月日：平成 6年 7月20日
楽堂ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07,4396,3 きたふさ歯科医院 〒131-0041 金属床による総義歯の提供

墨田区八広六丁目８番２号       （金属総義歯）第  1538号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 7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    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07,4398,9 小笠原歯科医院 〒130-0022 金属床による総義歯の提供

墨田区江東橋二丁目１５番６号　       （金属総義歯）第  1539号                徴収開始年月日：平成 6年 9月26日
高淳ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07,4399,7 今津歯科医院 〒131-0032 金属床による総義歯の提供

墨田区東向島一丁目３５番１０号       （金属総義歯）第  1540号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
　コスモ東向島１０１           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07,4400,3 関谷歯科医院 〒131-0041 金属床による総義歯の提供

墨田区八広一丁目４２番６号       （金属総義歯）第  1541号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    120

07,4401,1 岡田歯科医院 〒130-0026 金属床による総義歯の提供
墨田区両国二丁目１０番５号　東       （金属総義歯）第  1542号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
繊ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1621号                  徴収開始年月日：平成 9年 6月17日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07,4405,2 小西歯科クリニック 〒130-0005 金属床による総義歯の提供

墨田区東駒形三丁目１番２号　本       （金属総義歯）第  1544号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
田ビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07,4410,2 戸嶋歯科医院 〒130-0013 金属床による総義歯の提供

墨田区錦糸三丁目１１番１号　大       （金属総義歯）第  1545号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
沢ビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   421号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07,4412,8 青沼歯科 〒131-0032 金属床による総義歯の提供

墨田区東向島五丁目４１番５号       （金属総義歯）第  1546号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07,4416,9 上野歯科医院 〒131-0046 金属床による総義歯の提供

墨田区京島一丁目１８番６号       （金属総義歯）第  1547号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07,4421,9 本所歯科 〒130-0004 金属床による総義歯の提供

墨田区本所一丁目２３番８号       （金属総義歯）第  9481号                徴収開始年月日：平成22年 4月19日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           420,000    420,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第    42号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07,4422,7 いまい歯科医院 〒131-0032 金属床による総義歯の提供

墨田区東向島六丁目９番１０号　       （金属総義歯）第  1550号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
内海ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   601号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07,4423,5 桜井歯科医院 〒131-0033 金属床による総義歯の提供

墨田区向島三丁目４３番１０号       （金属総義歯）第  1551号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    121

07,4424,3 今井歯科医院 〒131-0032 金属床による総義歯の提供
墨田区東向島二丁目３２番２３号       （金属総義歯）第  8322号                徴収開始年月日：平成15年 7月18日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   386号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07,4429,2 重井歯科医院 〒131-0031 金属床による総義歯の提供

墨田区墨田二丁目１０番２０号　       （金属総義歯）第  1554号                徴収開始年月日：平成 6年 9月26日
スミダコーポ２１　１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07,4433,4 小林歯科医院 〒131-0046 金属床による総義歯の提供

墨田区京島三丁目６２番２号       （金属総義歯）第  1558号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1392号                  徴収開始年月日：平成 9年 5月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07,4437,5 平野歯科 〒131-0041 金属床による総義歯の提供

墨田区八広四丁目４８番４号　エ       （金属総義歯）第  1562号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
コビアビル２０３号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07,4444,1 篠塚歯科醫院 〒130-0005 金属床による総義歯の提供

墨田区東駒形一丁目１９番７号       （金属総義歯）第  1564号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07,4447,4 柾谷歯科医院 〒130-0024 金属床による総義歯の提供

墨田区菊川二丁目１０番１１号       （金属総義歯）第  1567号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1215号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07,4450,8 新井歯科医院 〒131-0032 金属床による総義歯の提供

墨田区東向島一丁目２８番１２号       （金属総義歯）第  1569号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
　向島リリエンハイム１０１号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07,4455,7 とがわ歯科医院 〒130-0004 金属床による総義歯の提供

墨田区本所四丁目１番３号　宮地       （金属総義歯）第  1571号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
ハイツ２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第    63号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07,4456,5 たましげ歯科 〒131-0034 金属床による総義歯の提供

墨田区堤通一丁目１１番１５号　       （金属総義歯）第  1572号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
アーバンヒル１０１号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    122

07,4457,3 おおくぼ歯科医院 〒131-0046 金属床による総義歯の提供
墨田区京島三丁目１０番１０号       （金属総義歯）第  6318号                徴収開始年月日：平成 8年 7月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07,4458,1 北川歯科医院 〒130-0026 金属床による総義歯の提供

墨田区両国二丁目１７番３号　両       （金属総義歯）第  1573号                徴収開始年月日：平成 6年 8月 5日
国高橋ビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07,4459,9 湯沢歯科クリニック 〒130-0001 金属床による総義歯の提供

墨田区吾妻橋三丁目７番５号　湯       （金属総義歯）第  1574号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
沢クリニックビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           315,000               
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07,4460,7 早川歯科クリニック 〒130-0014 う蝕に罹患している患者の指導管理

墨田区亀沢一丁目８番１号　早川       （う蝕管理）第   798号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
ビル１階           継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07,4463,1 浅野歯科医院 〒130-0026 金属床による総義歯の提供

墨田区両国四丁目３１番１４号       （金属総義歯）第  1577号                徴収開始年月日：平成 6年 9月 8日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07,4466,4 医療法人社団　丸山会〒130-0024 金属床による総義歯の提供

　丸山歯科医院 墨田区菊川三丁目１６番１３号       （金属総義歯）第  1578号                徴収開始年月日：平成 6年 7月 7日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   498号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07,4469,8 医療法人社団　興譲会〒131-0041 金属床による総義歯の提供

　タロー歯科 墨田区八広二丁目４９番１号       （金属総義歯）第  1579号                徴収開始年月日：平成 7年 1月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07,4477,1 医療法人社団　修和会〒131-0031 金属床による総義歯の提供

　鐘ヶ淵歯科 墨田区墨田四丁目９番１号　２階       （金属総義歯）第  1580号                徴収開始年月日：平成 7年11月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07,4478,9 山崎歯科医院 〒130-0023 金属床による総義歯の提供

墨田区立川一丁目１０番３号       （金属総義歯）第  6106号                徴収開始年月日：平成 8年 2月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07,4484,7 吉田歯科医院 〒130-0025 金属床による総義歯の提供

墨田区千歳二丁目９番１１号       （金属総義歯）第  6319号                徴収開始年月日：平成 8年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07,4485,4 松澤歯科医院 〒131-0031 金属床による総義歯の提供

墨田区墨田二丁目３３番１号       （金属総義歯）第  6254号                徴収開始年月日：平成 8年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    123

07,4489,6 田口歯科医院 〒131-0032 う蝕に罹患している患者の指導管理
墨田区東向島四丁目３１番２号       （う蝕管理）第    40号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日

          継続管理種類  　      価格
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07,4495,3 アルカイースト歯科ク〒130-0013 金属床による総義歯の提供

リニック 墨田区錦糸三丁目２番１号　アル       （金属総義歯）第  6709号                徴収開始年月日：平成 9年 6月 2日
カイースト３階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          02:金                                                 840,000    840,000    
          03:コバルト                                           315,000    315,000    
          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  1569号                  徴収開始年月日：平成 9年 6月 2日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07,4501,8 島村歯科医院 〒130-0023 金属床による総義歯の提供

墨田区立川一丁目１４番３号       （金属総義歯）第  6934号                徴収開始年月日：平成10年 1月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07,4503,4 福住歯科医院 〒131-0043 金属床による総義歯の提供

墨田区立花二丁目２６番１号　澤       （金属総義歯）第  6907号                徴収開始年月日：平成10年 1月 5日
田ビル２階Ａ号室           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07,4508,3 松田歯科医院 〒130-0014 金属床による総義歯の提供

墨田区亀沢一丁目１２番９号       （金属総義歯）第  7123号                徴収開始年月日：平成10年 7月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1875号                  徴収開始年月日：平成10年 7月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07,4509,1 草柳歯科医院 〒130-0001 金属床による総義歯の提供

墨田区吾妻橋二丁目１番１号       （金属総義歯）第  7124号                徴収開始年月日：平成10年 9月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07,4512,5 おかやす歯科医院 〒130-0014 金属床による総義歯の提供

墨田区亀沢三丁目４番１０号　墨       （金属総義歯）第  7593号                徴収開始年月日：平成12年 5月 1日
東マンション１０２           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07,4528,1 寺岡歯科医院 〒131-0033 金属床による総義歯の提供

墨田区向島二丁目１０番５号　Ｍ       （金属総義歯）第  7667号                徴収開始年月日：平成12年 5月 1日
ＳＪ２０００ビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2192号                  徴収開始年月日：平成12年 5月 1日
          継続管理種類  　      価格

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    124

07,4532,3 ひまわり歯科 〒130-0014 金属床による総義歯の提供
墨田区亀沢一丁目２４番３号　岡       （金属総義歯）第  7704号                徴収開始年月日：平成12年 8月 4日
本ビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2222号                  徴収開始年月日：平成12年 8月 4日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      2,100          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07,4533,1 森下駅前歯科クリニッ〒130-0023 金属床による総義歯の提供

ク 墨田区立川一丁目１番１号　アイ       （金属総義歯）第  7705号                徴収開始年月日：平成12年 8月 1日
ヒルズ森下           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2223号                  徴収開始年月日：平成12年 8月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07,4538,0 おおひら歯科医院 〒131-0041 金属床による総義歯の提供

墨田区八広二丁目５番３号       （金属総義歯）第  7858号                徴収開始年月日：平成13年 2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    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2325号                  徴収開始年月日：平成13年 2月21日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07,4539,8 紀デンタルクリニック〒131-0032 う蝕に罹患している患者の指導管理

墨田区東向島三丁目２番１３号　       （う蝕管理）第  2330号                  徴収開始年月日：平成13年 4月 2日
イナバビル１階           継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07,4540,6 あきやま歯科 〒130-0001 金属床による総義歯の提供

墨田区吾妻橋二丁目２番５号　増       （金属総義歯）第  7887号                徴収開始年月日：平成13年 5月 1日
澤ビル３階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07,4554,7 仲井歯科医院 〒131-0032 金属床による総義歯の提供

墨田区東向島一丁目３２番７号       （金属総義歯）第  8267号                徴収開始年月日：平成15年 4月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07,4557,0 アップル歯科 〒131-0032 金属床による総義歯の提供

墨田区東向島二丁目３４番１８号       （金属総義歯）第  8366号                徴収開始年月日：平成15年10月 1日
　サニーハイツ１０２号室           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2585号                  徴収開始年月日：平成15年10月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07,4559,6 髙石歯科クリニック 〒130-0002 金属床による総義歯の提供

墨田区業平一丁目１７番１号　Ｏ       （金属総義歯）第  8390号                徴収開始年月日：平成15年12月 1日
Ｍビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    125

07,4560,4 三好歯科医院 〒131-0046 金属床による総義歯の提供
墨田区京島三丁目２０番８号       （金属総義歯）第  8415号                徴収開始年月日：平成16年 1月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           210,000    210,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2611号                  徴収開始年月日：平成16年 1月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07,4570,3 医療法人社団　恵桜会〒131-0045 金属床による総義歯の提供

　ひまわり歯科クリニ墨田区押上二丁目１２番３号　サ       （金属総義歯）第  8568号                徴収開始年月日：平成16年10月 1日
ック ンライトビル１０１号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07,4575,2 てらだ歯科クリニック〒131-0032 う蝕に罹患している患者の指導管理

墨田区東向島二丁目８番１７号       （う蝕管理）第  2730号                  徴収開始年月日：平成17年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07,4580,2 伊東歯科医院 〒130-0013 金属床による総義歯の提供

墨田区錦糸二丁目５番２号　アコ       （金属総義歯）第  8722号                徴収開始年月日：平成17年 9月 1日
ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2781号                  徴収開始年月日：平成17年 9月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07,4585,1 医療法人社団　慧成会〒130-0002 金属床による総義歯の提供

　押上ファースト歯科墨田区業平三丁目１７番９号　マ       （金属総義歯）第  8840号                徴収開始年月日：平成18年 5月10日
ルホンビル４階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07,4587,7 シマダ歯科クリニック〒131-0045 金属床による総義歯の提供

墨田区押上一丁目２４番１号　第       （金属総義歯）第  9844号                徴収開始年月日：平成26年 4月 1日
８北澤ビル１階１０１号室           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          02:金                                                 507,600    507,600    
          04:チタン                                             399,600    399,600    
          03:コバルト                                           291,600    291,600    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2878号                  徴収開始年月日：平成18年 6月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      3,150          
          02:小窩裂溝填塞      3,150          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07,4588,5 はらい川歯科医院 〒131-0041 金属床による総義歯の提供

墨田区八広四丁目３０番５号       （金属総義歯）第  8925号                徴収開始年月日：平成18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                                             350,000    350,000    

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    126

07,4591,9 石渡歯科クリニック 〒131-0046 金属床による総義歯の提供
墨田区京島一丁目３５番９号       （金属総義歯）第  9008号                徴収開始年月日：平成19年 3月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
                                コバルトクロム                  300,000    300,000    
          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  2963号                  徴収開始年月日：平成19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      1,500          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07,4596,8 田中歯科医院 〒131-0045 金属床による総義歯の提供

墨田区押上三丁目４９番７号       （金属総義歯）第  9120号                徴収開始年月日：平成19年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
                                バイタリュウム                  315,000    315,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07,4598,4 かほる歯科クリニック〒130-0024 金属床による総義歯の提供

墨田区菊川三丁目１４番８号　ア       （金属総義歯）第  9144号                徴収開始年月日：平成19年10月 1日
トゥール・ケイ１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           250,000    250,000    
          04:チタン                                             330,000    330,000    
                                純チタン                        400,000    400,000    
                                貴金属                          700,000    700,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  3050号                  徴収開始年月日：平成19年10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      2,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07,4609,9 錦糸町デンタルクリニ〒130-0013 金属床による総義歯の提供

ック 墨田区錦糸一丁目１７番１０号２       （金属総義歯）第  9343号                徴収開始年月日：平成20年10月 1日
　パークタウンⅠ　２階           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  3184号                  徴収開始年月日：平成20年10月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      2,000          
          02:小窩裂溝填塞      4,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07,4625,5 岩崎歯科医院 〒130-0013 金属床による総義歯の提供

墨田区錦糸三丁目５番１号　錦糸       （金属総義歯）第  9706号                徴収開始年月日：平成24年 6月26日
町北口ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          02:金                                                 800,000    800,000    
          03:コバルト                                           300,000    300,000    
          04:チタン                                             400,000    400,000    



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    127

07,4626,3 酒井歯科医院 〒131-0032 う蝕に罹患している患者の指導管理
墨田区東向島五丁目３番１０号　       （う蝕管理）第  3340号                  徴収開始年月日：平成23年 2月19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      3,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07,4631,3 中西歯科 〒131-0046 金属床による総義歯の提供

墨田区京島一丁目３９番１号　１       （金属総義歯）第  9661号                徴収開始年月日：平成23年12月 1日
１５           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           200,000    200,000    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07,4633,9 鈴木歯科クリニック 〒130-0001 金属床による総義歯の提供

墨田区吾妻橋一丁目１９番８号　       （金属総義歯）第  9666号                徴収開始年月日：平成24年 1月 1日
１０３           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          01:白金                                               700,000    700,000    
          02:金                                                 600,000    600,000    
          03:コバルト                                           262,500    262,500    
          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  3389号                  徴収開始年月日：平成24年 2月 7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          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07,4634,7 医療法人社団　スマイ〒130-0012 金属床による総義歯の提供

ルプラス　宇田川歯科墨田区太平三丁目４番８号　グレ       （金属総義歯）第  9686号                徴収開始年月日：平成24年 3月 1日
医院 イスＭＭ２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          01:白金                                               800,000    450,000    
          03:コバルト                                           300,000    200,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07,4636,2 原歯科医院 〒130-0012 金属床による総義歯の提供

墨田区太平二丁目１５番１号       （金属総義歯）第  9691号                徴収開始年月日：平成24年 3月 3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    
          01:白金                                               500,000    500,000    

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    128

07,4637,0 なりひら歯科医院 〒130-0002 金属床による総義歯の提供
墨田区業平三丁目６番６号　中西       （金属総義歯）第  9729号                徴収開始年月日：平成24年 9月 1日
ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          02:金                                                 420,000    420,000    
          03:コバルト                                           210,000    210,000    
          04:チタン                                             315,000    315,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  3428号                  徴収開始年月日：平成24年 9月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      3,150          
          02:小窩裂溝填塞      3,150          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07,4639,6 正慶歯科医院 〒130-0012 金属床による総義歯の提供

墨田区太平一丁目５番１号       （金属総義歯）第  9769号                徴収開始年月日：平成25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    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07,4670,1 医療法人社団　康歯院〒130-0013 金属床による総義歯の提供

　ライフ錦糸町歯科ク墨田区錦糸一丁目５番１４号　サ       （金属総義歯）第 10010号                徴収開始年月日：平成28年 7月 1日
リニック ンヨー堂錦糸ビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           240,000    240,000    
          04:チタン                                             360,000    360,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  3557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      2,000          
          02:小窩裂溝填塞      1,500          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08,4061,1 碓井歯科医院 〒135-0014 金属床による総義歯の提供

江東区石島２４番１１号       （金属総義歯）第  1588号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08,4182,5 飯嶋歯科医院 〒135-0011 金属床による総義歯の提供

江東区扇橋一丁目１２番１７号       （金属総義歯）第  1607号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08,4210,4 白根歯科医院 〒135-0016 金属床による総義歯の提供

江東区東陽三丁目２８番９号　東       （金属総義歯）第  1615号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
陽ハイツ２０２号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08,4229,4 山口歯科医院 〒135-0048 金属床による総義歯の提供

江東区門前仲町一丁目５番２号       （金属総義歯）第  1623号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08,4230,2 いずみ歯科医院 〒135-0047 金属床による総義歯の提供

江東区富岡一丁目５番１号　クレ       （金属総義歯）第  7298号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
ール門前仲町２Ｆ           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    129

08,4237,7 福嶋歯科医院 〒135-0047 金属床による総義歯の提供
江東区富岡一丁目１２番１号       （金属総義歯）第  8179号                徴収開始年月日：平成14年 9月10日

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08,4241,9 瓜生歯科医院 〒136-0072 金属床による総義歯の提供

江東区大島一丁目３３番１５号　       （金属総義歯）第  1630号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
小野ビル３階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08,4242,7 浜口歯科医院 〒136-0072 金属床による総義歯の提供

江東区大島四丁目１番６号　１１       （金属総義歯）第  1631号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
０号室           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08,4246,8 釜我歯科医院 〒136-0074 金属床による総義歯の提供

江東区東砂六丁目１４番３号　星       （金属総義歯）第  1632号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
和東砂ハイツ１０２号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08,4249,2 トヨムラ歯科医院 〒136-0071 金属床による総義歯の提供

江東区亀戸二丁目２８番１６号       （金属総義歯）第  1633号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           230,000               
          04:チタン                                             300,000               

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08,4258,3 山崎歯科医院 〒136-0076 金属床による総義歯の提供

江東区南砂四丁目１番２号       （金属総義歯）第  1636号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   246号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08,4262,5 丹沢歯科医院 〒136-0076 金属床による総義歯の提供

江東区南砂四丁目７番１５号       （金属総義歯）第  1637号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08,4263,3 フジタ歯科クリニック〒135-0048 金属床による総義歯の提供

江東区門前仲町二丁目５番１１号       （金属総義歯）第  1638号                徴収開始年月日：平成 6年 6月13日
　アカクラビル４階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08,4266,6 八巻歯科診療所 〒135-0004 金属床による総義歯の提供

江東区森下二丁目１９番１号　森       （金属総義歯）第  1639号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
下キーコーポ２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           350,000               
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08,4289,8 西大島歯科医院 〒136-0072 金属床による総義歯の提供

江東区大島二丁目４１番１８号　       （金属総義歯）第  1648号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
林ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    130

08,4290,6 黒田歯科医院 〒135-0045 金属床による総義歯の提供
江東区古石場三丁目１０番１号       （金属総義歯）第  1649号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08,4292,2 かすが歯科医院 〒135-0047 金属床による総義歯の提供

江東区富岡一丁目９番６号　銅突       （金属総義歯）第  1651号                徴収開始年月日：平成18年 8月23日
ビル２階           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   707号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08,4304,5 たつた歯科医院 〒136-0072 金属床による総義歯の提供

江東区大島七丁目２２番１２号       （金属総義歯）第  1654号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08,4319,3 若山歯科医院 〒135-0061 金属床による総義歯の提供

江東区豊洲四丁目４番２６号　Ｎ       （金属総義歯）第  1659号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
．Ｙビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08,4325,0 河口歯科医院 〒135-0021 金属床による総義歯の提供

江東区白河三丁目１番２号       （金属総義歯）第  1661号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08,4330,0 飯嶋歯科クリニック 〒135-0016 金属床による総義歯の提供

江東区東陽四丁目８番１０号       （金属総義歯）第  1664号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08,4339,1 栗原歯科クリニック 〒136-0071 金属床による総義歯の提供

江東区亀戸六丁目５６番８号　中       （金属総義歯）第  8307号                徴収開始年月日：平成15年 6月 1日
銀亀戸マンション２０５号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08,4347,4 小泉歯科医院 〒136-0071 金属床による総義歯の提供

江東区亀戸一丁目２９番１２号       （金属総義歯）第  1669号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          01:白金                                               600,000    600,000    
          02:金                                                 600,000    600,000    
          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   957号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08,4348,2 八ッ繁歯科医院 〒136-0072 金属床による総義歯の提供

江東区大島九丁目４番１号　１１       （金属総義歯）第  1670号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
７           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    131

08,4353,2 西村歯科医院 〒135-0045 金属床による総義歯の提供
江東区古石場三丁目１１番１１号       （金属総義歯）第  1672号                徴収開始年月日：平成18年 8月23日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08,4354,0 鈴木歯科医院 〒136-0076 金属床による総義歯の提供

江東区南砂一丁目１２番１３号       （金属総義歯）第  1673号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          04:チタン                                             350,000               

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08,4356,5 佐藤歯科医院 〒135-0005 金属床による総義歯の提供

江東区高橋１３番１５号　藤江ビ       （金属総義歯）第  1674号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
ル４階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   134号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08,4360,7 松本歯科医院 〒136-0071 金属床による総義歯の提供

江東区亀戸七丁目６４番３号       （金属総義歯）第  1675号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08,4370,6 新谷歯科医院 〒135-0031 金属床による総義歯の提供

江東区佐賀一丁目１６番１号       （金属総義歯）第  1680号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08,4371,4 平塚歯科医院 〒136-0071 金属床による総義歯の提供

江東区亀戸六丁目８番８号　２０       （金属総義歯）第  1681号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
１           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08,4381,3 安藤歯科医院 〒135-0047 金属床による総義歯の提供

江東区富岡一丁目２２番２５号       （金属総義歯）第  9855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                                           291,600    291,600    
          04:チタン                                             486,000    486,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08,4382,1 笠井デンタルクリニッ〒136-0074 金属床による総義歯の提供

ク 江東区東砂二丁目３番５号　ウィ       （金属総義歯）第  1686号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
スタリアガーデン１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           215,000               
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1607号                  徴収開始年月日：平成 9年 7月 1日
          継続管理種類  　      価格

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    132

08,4392,0 原歯科医院 〒136-0071 金属床による総義歯の提供
江東区亀戸二丁目４４番６号　ヴ       （金属総義歯）第  1690号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
ェラハイツ亀戸参番館２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   188号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08,4399,5 南砂ガーデニア歯科 〒136-0076 金属床による総義歯の提供

江東区南砂七丁目１番２５号　南       （金属総義歯）第  1693号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
砂公園ガーデニア２０７号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08,4403,5 正木歯科医院 〒136-0073 金属床による総義歯の提供

江東区北砂七丁目１番２５号       （金属総義歯）第  1694号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08,4406,8 津田歯科医院 〒136-0071 金属床による総義歯の提供

江東区亀戸五丁目２３番３号       （金属総義歯）第  1696号                徴収開始年月日：平成 6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                                             300,000    300,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08,4407,6 清水歯科医院 〒135-0016 金属床による総義歯の提供

江東区東陽三丁目１６番６号       （金属総義歯）第  1697号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           280,000               

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08,4410,0 吉野歯科医院 〒136-0071 金属床による総義歯の提供

江東区亀戸三丁目６１番２１号       （金属総義歯）第  1699号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08,4413,4 わたなべ歯科クリニッ〒135-0022 金属床による総義歯の提供

ク 江東区三好一丁目１番２号       （金属総義歯）第  1701号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08,4414,2 西尾歯科クリニック 〒135-0013 金属床による総義歯の提供

江東区千田６番１４号       （金属総義歯）第  1702号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 8日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08,4419,1 三友歯科医院 〒136-0073 金属床による総義歯の提供

江東区北砂六丁目１１番１１号       （金属総義歯）第  1706号                徴収開始年月日：平成 6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    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08,4430,8 梶山矯正歯科医院 〒136-0071 金属床による総義歯の提供

江東区亀戸五丁目８番９号       （金属総義歯）第  1710号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    133

08,4433,2 四方田歯科医院 〒135-0012 金属床による総義歯の提供
江東区海辺１５番１号       （金属総義歯）第  1711号                徴収開始年月日：平成 6年 6月13日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          01:白金                                               500,000    500,000    
          03:コバルト                                           250,000    250,000    
          04:チタン                                             400,000    400,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08,4436,5 幸阪歯科 〒135-0023 金属床による総義歯の提供

江東区平野一丁目１４番２１号       （金属総義歯）第  1712号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08,4438,1 堀内歯科医院 〒135-0061 金属床による総義歯の提供

江東区豊洲四丁目６番６号       （金属総義歯）第  1714号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08,4446,4 医療法人社団　恵慈会〒135-0061 金属床による総義歯の提供

　豊洲恵慈歯科 江東区豊洲一丁目１番１号　豊洲       （金属総義歯）第  1718号                徴収開始年月日：平成 6年 7月 1日
ＯＮビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   692号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08,4447,2 ひろせ歯科医院 〒136-0074 金属床による総義歯の提供

江東区東砂八丁目５番５号　キュ       （金属総義歯）第  1719号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
ート東砂１０２           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08,4455,5 髙橋歯科医院 〒136-0073 金属床による総義歯の提供

江東区北砂三丁目２７番１２号　       （金属総義歯）第  1723号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
フォレスト西大島１０２           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08,4459,7 寺尾歯科医院 〒136-0076 金属床による総義歯の提供

江東区南砂三丁目４番７号       （金属総義歯）第  1726号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08,4462,1 山本歯科医院 〒135-0016 金属床による総義歯の提供

江東区東陽五丁目３０番１６号       （金属総義歯）第  1728号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08,4468,8 藤関歯科医院 〒135-0004 金属床による総義歯の提供

江東区森下四丁目６番５号       （金属総義歯）第  1731号                徴収開始年月日：平成 6年10月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           350,000    350,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   365号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,050          
          02:小窩裂溝填塞      1,050          



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    134

08,4479,5 みよしビル歯科医院 〒136-0071 金属床による総義歯の提供
江東区亀戸八丁目１４番１１号       （金属総義歯）第  1735号                徴収開始年月日：平成 7年 5月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   490号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08,4482,9 おくわき歯科医院 〒135-0042 金属床による総義歯の提供

江東区木場二丁目２１番２号　木       （金属総義歯）第  1737号                徴収開始年月日：平成 7年 6月 1日
場スカイハイム２０４           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1564号                  徴収開始年月日：平成 9年 7月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08,4488,6 小林デンタルクリニッ〒135-0004 金属床による総義歯の提供

ク 江東区森下五丁目１２番１１号　       （金属総義歯）第  1739号                徴収開始年月日：平成 7年12月26日
リバーハイツ２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   540号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08,4491,0 進藤歯科医院 〒136-0073 金属床による総義歯の提供

江東区北砂五丁目１８番６号       （金属総義歯）第  1740号                徴収開始年月日：平成 8年 1月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08,4492,8 髙地歯科医院 〒136-0071 金属床による総義歯の提供

江東区亀戸四丁目１９番２号　小       （金属総義歯）第  6323号                徴収開始年月日：平成 8年 8月 1日
林ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08,4493,6 小川歯科医院 〒135-0004 金属床による総義歯の提供

江東区森下二丁目７番７号       （金属総義歯）第  6107号                徴収開始年月日：平成 8年 2月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08,4505,7 石川歯科クリニック 〒135-0044 金属床による総義歯の提供

江東区越中島二丁目１番３０号       （金属総義歯）第  6328号                徴収開始年月日：平成 8年 8月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08,4506,5 竹島歯科クリニック 〒135-0034 金属床による総義歯の提供

江東区永代二丁目３１番１５号　       （金属総義歯）第  6329号                徴収開始年月日：平成 8年 8月 1日
３階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08,4513,1 北村歯科医院 〒135-0006 金属床による総義歯の提供

江東区常盤二丁目１４番１２号　       （金属総義歯）第  6601号                徴収開始年月日：平成 9年 3月 1日
北村ビル１０２号室           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    135

08,4519,8 由島歯科医院 〒135-0003 金属床による総義歯の提供
江東区猿江二丁目５番６号       （金属総義歯）第  6651号                徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1432号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08,4520,6 医療法人社団　創心会〒135-0053 金属床による総義歯の提供

　辰巳歯科医院 江東区辰巳一丁目１番３４号　マ       （金属総義歯）第  6710号                徴収開始年月日：平成 9年 6月 2日
イコープ２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1587号                  徴収開始年月日：平成 9年 6月 2日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08,4524,8 あべ歯科医院 〒136-0073 金属床による総義歯の提供

江東区北砂五丁目２０番７ー１０       （金属総義歯）第  6824号                徴収開始年月日：平成 9年10月 1日
４号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08,4537,0 医療法人社団　博三会〒135-0042 金属床による総義歯の提供

　刈屋歯科医院 江東区木場六丁目１１番９号　柳       （金属総義歯）第  7012号                徴収開始年月日：平成10年 4月 1日
沢ビル３階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1793号                  徴収開始年月日：平成10年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08,4544,6 医療法人社団　たから〒136-0071 金属床による総義歯の提供

べ会　財部歯科医院 江東区亀戸二丁目４２番２号       （金属総義歯）第  7170号                徴収開始年月日：平成10年 9月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1896号                  徴収開始年月日：平成10年 9月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08,4546,1 たき歯科医院 〒136-0072 金属床による総義歯の提供

江東区大島六丁目２８番６号　土       （金属総義歯）第  7207号                徴収開始年月日：平成10年10月 1日
生ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1923号                  徴収開始年月日：平成10年10月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08,4556,0 村里歯科クリニック 〒136-0072 金属床による総義歯の提供

江東区大島八丁目３９番２２号　       （金属総義歯）第  7706号                徴収開始年月日：平成12年 7月 1日
イトーピア東大島１３０号室           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08,4557,8 リモール歯科医院 〒136-0071 金属床による総義歯の提供

江東区亀戸四丁目１８番２０号　       （金属総義歯）第  7445号                徴収開始年月日：平成11年 8月 5日
モンテローザ大久保１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    136

08,4561,0 中澤歯科クリニック 〒135-0002 金属床による総義歯の提供
江東区住吉二丁目２５番２号　戸       （金属総義歯）第  8125号                徴収開始年月日：平成14年 4月 1日
田ビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           262,500    262,500    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08,4567,7 医療法人社団　創心会〒136-0082 金属床による総義歯の提供

　新木場歯科医院 江東区新木場一丁目６番１号       （金属総義歯）第  7594号                徴収開始年月日：平成12年 2月25日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08,4568,5 小林歯科医院 〒136-0076 金属床による総義歯の提供

江東区南砂一丁目６番１３号　ペ       （金属総義歯）第  7557号                徴収開始年月日：平成11年12月 1日
ルル南砂１０１           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           210,000               
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2114号                  徴収開始年月日：平成11年12月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08,4572,7 医療法人社団　愛幸会〒136-0074 金属床による総義歯の提供

　東砂デンタルクリニ江東区東砂二丁目５番１０号       （金属総義歯）第  7595号                徴収開始年月日：平成12年 5月 1日
ック           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2136号                  徴収開始年月日：平成12年 4月21日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08,4574,3 けい歯科医院 〒136-0074 金属床による総義歯の提供

江東区東砂三丁目２９番５号       （金属総義歯）第  7668号                徴収開始年月日：平成12年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          02:金                                                 400,000    400,000    
          03:コバルト                                           250,000    250,000    
          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  2193号                  徴収開始年月日：平成12年 6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          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08,4576,8 やまざき歯科医院 〒136-0074 金属床による総義歯の提供

江東区東砂三丁目５番４号　グリ       （金属総義歯）第  7707号                徴収開始年月日：平成12年 7月 7日
ーンコーポ大友Ⅱ           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           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  2224号                  徴収開始年月日：平成12年 7月 7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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    137

08,4589,1 小川歯科クリニック 〒135-0016 金属床による総義歯の提供
江東区東陽四丁目１１番３３号　       （金属総義歯）第  7886号                徴収開始年月日：平成13年 4月10日
サンイースト２１　２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2340号                  徴収開始年月日：平成13年 4月10日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08,4592,5 さとう歯科クリニック〒136-0072 金属床による総義歯の提供

江東区大島六丁目２１番８号　大       （金属総義歯）第  8061号                徴収開始年月日：平成14年 3月 8日
島ロイヤルマンション別館１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          04:チタン                                             315,000               
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08,4602,2 須藤歯科医院 〒135-0042 金属床による総義歯の提供

江東区木場五丁目１１番１９号　       （金属総義歯）第  7988号                徴収開始年月日：平成13年10月10日
大坂屋ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2383号                  徴収開始年月日：平成13年10月10日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08,4613,9 医療法人社団　南砂歯〒136-0076 金属床による総義歯の提供

科クリニック 江東区南砂二丁目３番１９号　南       （金属総義歯）第  8106号                徴収開始年月日：平成14年 4月 1日
砂団地４号棟           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08,4616,2 田歯科医院 〒136-0072 金属床による総義歯の提供

江東区大島三丁目２７番２２号       （金属総義歯）第  8128号                徴収開始年月日：平成14年 6月14日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2453号                  徴収開始年月日：平成14年 6月14日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08,4621,2 医療法人社団　誠祥会〒135-0042 金属床による総義歯の提供

　ギャザリアデンタル江東区木場一丁目５番２５号　タ       （金属総義歯）第  8225号                徴収開始年月日：平成15年 2月 1日
クリニック ワーＳ棟３階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2490号                  徴収開始年月日：平成15年 2月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08,4639,4 医療法人社団　若井歯〒136-0071 金属床による総義歯の提供

科医院 江東区亀戸二丁目２３番９号　日       （金属総義歯）第  8437号                徴収開始年月日：平成16年 3月 1日
本電建㈱亀戸ビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2627号                  徴収開始年月日：平成16年 3月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08,4652,7 医療法人社団　伸栄会〒136-0074 金属床による総義歯の提供

　たにざわ歯科 江東区東砂二丁目１３番１０号　       （金属総義歯）第  8554号                徴収開始年月日：平成16年 9月 1日
棟１０１号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    138

08,4653,5 ふくずみ歯科・矯正歯〒135-0032 金属床による総義歯の提供
科 江東区福住一丁目１４番１号　島       （金属総義歯）第  8564号                徴収開始年月日：平成16年11月 2日

田ビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08,4657,6 アリス小児歯科医院 〒136-0072 う蝕に罹患している患者の指導管理

江東区大島四丁目２番３号　栄進       （う蝕管理）第  2954号                  徴収開始年月日：平成19年 1月31日
ビル２０１号           継続管理種類  　      価格

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08,4660,0 三浦歯科医院 〒136-0072 金属床による総義歯の提供

江東区大島二丁目３８番１１号       （金属総義歯）第  8603号                徴収開始年月日：平成17年 1月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08,4666,7 あきま歯科医院 〒136-0072 金属床による総義歯の提供

江東区大島四丁目３番１号       （金属総義歯）第  8664号                徴収開始年月日：平成17年 2月23日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08,4669,1 医療法人社団　天白会〒135-0062 金属床による総義歯の提供

　キャナルコート歯科江東区東雲一丁目９番１０号　イ       （金属総義歯）第  8654号                徴収開始年月日：平成17年 4月19日
クリニック オン東雲ショッピングセンター２           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

０５ う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2745号                  徴収開始年月日：平成17年 4月19日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08,4670,9 医療法人社団　善照会〒135-0016 金属床による総義歯の提供

　井瀬歯科医院 江東区東陽二丁目４番２９号　マ       （金属総義歯）第  8655号                徴収開始年月日：平成17年 5月 1日
ルシンビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2744号                  徴収開始年月日：平成17年 5月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08,4672,5 医療法人社団　天白会〒135-0062 金属床による総義歯の提供

　キャナルコートデン江東区東雲一丁目９番２２号　ア       （金属総義歯）第  8698号                徴収開始年月日：平成17年 8月 1日
タルクリニック パートメンツ東雲キャナルコート           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

１０１ う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2769号                  徴収開始年月日：平成17年 8月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08,4674,1 医療法人社団　有隣会〒135-0061 金属床による総義歯の提供

　槇原歯科豊洲クリニ江東区豊洲三丁目４番８号　スー       （金属総義歯）第  8733号                徴収開始年月日：平成17年 9月13日
ック パービバホーム豊洲店２階２１１           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2788号                  徴収開始年月日：平成17年 9月13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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    139

08,4678,2 医療法人社団　士友会〒135-0048 金属床による総義歯の提供
　おおみ歯科 江東区門前仲町一丁目４番３号　       （金属総義歯）第  8764号                徴収開始年月日：平成17年11月 9日

エンゼルビル７０１号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08,4683,2 加藤歯科医院 〒136-0074 金属床による総義歯の提供

江東区東砂七丁目１６番２号       （金属総義歯）第  8792号                徴収開始年月日：平成18年 1月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2819号                  徴収開始年月日：平成18年 1月16日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08,4684,0 きしだ歯科クリニック〒135-0021 金属床による総義歯の提供

江東区白河三丁目４番３号　フロ       （金属総義歯）第  8809号                徴収開始年月日：平成18年 1月 1日
ントタワー２０４号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08,4685,7 鶴岡歯科医院 〒135-0044 金属床による総義歯の提供

江東区越中島二丁目３番３号       （金属総義歯）第  8789号                徴収開始年月日：平成18年 1月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08,4688,1 塩浜歯科医院 〒135-0043 金属床による総義歯の提供

江東区塩浜二丁目５番２３号　２       （金属総義歯）第  8827号                徴収開始年月日：平成18年 2月 1日
０１号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           210,000    210,000    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08,4696,4 土岐歯科医院 〒135-0048 金属床による総義歯の提供

江東区門前仲町二丁目６番５号　       （金属総義歯）第  8890号                徴収開始年月日：平成18年 7月 3日
横田ビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2888号                  徴収開始年月日：平成18年 7月 3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          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08,4699,8 たかだ歯科医院 〒135-0023 金属床による総義歯の提供

江東区平野三丁目２番１３号　２       （金属総義歯）第  8888号                徴収開始年月日：平成18年 7月 3日
階           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    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2886号                  徴収開始年月日：平成18年 7月 3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          

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    140

08,4700,4 寿泉堂歯科医院 〒136-0073 金属床による総義歯の提供
江東区北砂五丁目１番３４号       （金属総義歯）第  8907号                徴収開始年月日：平成18年 5月13日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          01:白金                                               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  2902号                  徴収開始年月日：平成18年 5月13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          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08,4701,2 三浦歯科医院 〒136-0072 金属床による総義歯の提供

江東区大島七丁目６番７号       （金属総義歯）第  8949号                徴収開始年月日：平成18年 8月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          01:白金                                               945,000    997,500    
          02:金                                                 945,000    997,500    
          03:コバルト                                           315,000    367,500    
          04:チタン                                             367,500    420,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2923号                  徴収開始年月日：平成18年 8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          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08,4709,5 城東歯科 〒136-0071 金属床による総義歯の提供

江東区亀戸二丁目２７番１５号       （金属総義歯）第  9009号                徴収開始年月日：平成19年 1月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
                                コバルトクロム                  300,000    300,000    
          04:チタン                                             400,000    400,000    
          02:金                                                 800,000    800,000    
          01:白金                                               900,000    900,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08,4713,7 まつしろ歯科クリニッ〒136-0071 金属床による総義歯の提供

ク 江東区亀戸一丁目４３番９号　コ       （金属総義歯）第  9198号                徴収開始年月日：平成19年12月10日
ープ野村亀戸１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           252,000    252,000    
          04:チタン                                             294,000    294,000    
          02:金                                                 378,000    357,000    
          01:白金                                               399,000    378,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  3098号                  徴収開始年月日：平成19年12月10日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所        300          
          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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    141

08,4715,2 佐藤歯科医院 〒136-0071 金属床による総義歯の提供
江東区亀戸六丁目２８番２号       （金属総義歯）第  9027号                徴収開始年月日：平成19年 2月20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                                             440,000    440,000    
          02:金                                                 920,000    920,000    
          01:白金                                             1,120,000  1,120,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08,4716,0 東雲デンタルオフィス〒135-0062 金属床による総義歯の提供

江東区東雲一丁目９番１７号　２       （金属総義歯）第  9051号                徴収開始年月日：平成19年 5月 1日
０６           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

                                バイタリウム                    357,000    357,000    
          04:チタン                                             441,000    441,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2995号                  徴収開始年月日：平成19年 5月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,050          
          02:小窩裂溝填塞      1,575          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08,4719,4 田沼歯科医院 〒135-0004 金属床による総義歯の提供

江東区森下四丁目２４番２号       （金属総義歯）第  9105号                徴収開始年月日：平成19年 7月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          04:チタン                                             350,000    350,000    
          03:コバルト                                           250,000    250,000    
          01:白金                                               500,000    500,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08,4721,0 医療法人社団　佳希会〒136-0074 う蝕に罹患している患者の指導管理

　みやた小児歯科・矯江東区東砂七丁目１９番６号　ダ       （う蝕管理）第  3042号                  徴収開始年月日：平成19年 7月 1日
正歯科 イアパレス南砂町ヴィラモデルノ           継続管理種類  　      価格

１０１           01:フッ化物局所      2,100          
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08,4726,9 医療法人社団　池田会〒136-0072 金属床による総義歯の提供

　池田歯科クリニック江東区大島一丁目３０番５号　丸       （金属総義歯）第  9158号                徴収開始年月日：平成19年10月 1日
武ビル第２　１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           262,500    262,500    
          04:チタン                                             367,500    367,500    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  3063号                  徴収開始年月日：平成19年10月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所        800          
          02:小窩裂溝填塞      1,500          

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    142

08,4727,7 井上歯科クリニック 〒135-0003 金属床による総義歯の提供
江東区猿江二丁目１２番１号　       （金属総義歯）第  9199号                徴収開始年月日：平成19年12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                                             240,000    240,000    
                                ニッケルクロム                  140,000    140,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  3099号                  徴収開始年月日：平成19年12月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所        500          
          02:小窩裂溝填塞      1,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08,4729,3 中島歯科医院 〒136-0073 金属床による総義歯の提供

江東区北砂三丁目１番５号       （金属総義歯）第  9233号                徴収開始年月日：平成20年 1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  3122号                  徴収開始年月日：平成20年 1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      1,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08,4731,9 小山歯科医院 〒135-0007 金属床による総義歯の提供

江東区新大橋三丁目６番８号　Ｏ       （金属総義歯）第  9269号                徴収開始年月日：平成20年 4月 1日
ＺＩＯ森下１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          01:白金                                               600,000    600,000    
          02:金                                                 500,000    500,000    
          03:コバルト                                           400,000    400,000    
          04:チタン                                             300,000    300,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08,4740,0 医療法人社団　貴成会〒135-0053 金属床による総義歯の提供

　フジイ歯科医院 江東区辰巳一丁目２番９号　都営       （金属総義歯）第  9337号                徴収開始年月日：平成20年 9月 1日
辰巳９号棟１階１１１号室           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

                                ニッケルクロム                  300,000    300,000    
          04:チタン                                             350,000    350,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  3180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      2,000          
          02:小窩裂溝填塞      2,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08,4741,8 医療法人社団　福咲会〒136-0076 金属床による総義歯の提供

　ふくしま歯科医院 江東区南砂二丁目６番３号　サン       （金属総義歯）第  9359号                徴収開始年月日：平成20年10月 1日
ライズ東陽ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           283,500    283,500    
          04:チタン                                             336,000    336,000    



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    143

08,4766,5 医療法人社団　池田会〒136-0073 金属床による総義歯の提供
　アリオ北砂歯科クリ江東区北砂二丁目１７番１号　ア       （金属総義歯）第  9488号                徴収開始年月日：平成22年 6月 1日
ニック リオ北砂店３階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          04:チタン                                             367,500    367,500    
          03:コバルト                                           262,500    262,500    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  3287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        800          
          02:小窩裂溝填塞      1,200          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08,4779,8 東雲歯科 〒135-0062 金属床による総義歯の提供

江東区東雲二丁目４番３号　１０       （金属総義歯）第  9594号                徴収開始年月日：平成23年 6月 1日
１           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           250,000    250,000    
          04:チタン                                             350,000    350,000    
                                貴金属                          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  3351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      1,500          
          02:小窩裂溝填塞      1,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08,4781,4 加藤歯科医院 〒135-0041 金属床による総義歯の提供

江東区冬木５番２号       （金属総義歯）第  9604号                徴収開始年月日：平成23年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           300,000    300,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08,4784,8 アイ歯科医院 〒136-0072 金属床による総義歯の提供

江東区大島四丁目１２番６号　林       （金属総義歯）第  9639号                徴収開始年月日：平成23年 8月23日
ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           200,000    200,000    
          02:金                                                 500,000    500,000    
          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  3370号                  徴収開始年月日：平成23年 8月23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          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08,4795,4 いだ歯科クリニック 〒136-0072 う蝕に罹患している患者の指導管理

江東区大島六丁目２２番７号       （う蝕管理）第  3405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      1,050          
          02:小窩裂溝填塞      1,050          

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    144

08,4821,8 医療法人社団　秀学会〒136-0076 金属床による総義歯の提供
　南砂キャピタル歯科江東区南砂六丁目４番６号　南砂       （金属総義歯）第  9797号                徴収開始年月日：平成25年 9月 1日

キャピタルコータース１０４号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           250,000    250,000    
          04:チタン                                             350,000    350,000    
          40:その他             金合金                          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  3462号                  徴収開始年月日：平成25年 9月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,500          
          02:小窩裂溝填塞      1,500          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08,4822,6 医療法人社団　栄耀会〒136-0072 金属床による総義歯の提供

　青木歯科医院 江東区大島五丁目７番６号　メゾ       （金属総義歯）第  9803号                徴収開始年月日：平成25年10月 1日
ン・ド・フロレゾン２０１           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           349,200    349,200    
          04:チタン                                             549,200    549,200    
          02:金                                                 654,200    654,200    
          40:その他             トルティッシュ                  450,000    450,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08,4824,2 しみず歯科医院 〒136-0072 金属床による総義歯の提供

江東区大島五丁目４５番１４号       （金属総義歯）第  9806号                徴収開始年月日：平成25年12月 2日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
                                コバルトクロム合金              280,000               

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08,4826,7 いわさき歯科クリニッ〒136-0076 金属床による総義歯の提供

ク 江東区南砂六丁目８番地１９号　       （金属総義歯）第  9813号                徴収開始年月日：平成26年 2月 1日
１階           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    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  3468号                  徴収開始年月日：平成26年 2月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,000          
          02:小窩裂溝填塞      1,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08,4856,4 恵愛歯科　豊洲診療所〒135-0061 金属床による総義歯の提供

江東区豊洲三丁目５番３号　豊洲       （金属総義歯）第  9949号                徴収開始年月日：平成28年 6月 1日
レジデンス１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          04:チタン                                             350,000    350,000    
          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  3531号                  徴収開始年月日：平成28年 6月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,080          
          02:小窩裂溝填塞      1,080          



保険外併用療養費医療機関名簿

 医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 病床数

[　　　　　　　　 現在 作成         頁

報告内容医療機関番号

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    145

09,4067,6 尾崎歯科医院 〒140-0011 金属床による総義歯の提供
品川区東大井五丁目２４番１８号       （金属総義歯）第  1749号                徴収開始年月日：平成 6年 6月15日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09,4142,7 小林歯科医院 〒140-0001 金属床による総義歯の提供

品川区北品川二丁目２２番１０号       （金属総義歯）第  1758号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
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 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09,4155,9 青木歯科医院 〒140-0015 金属床による総義歯の提供

品川区西大井四丁目２４番５号       （金属総義歯）第  1759号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           230,000    230,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   235号                  徴収開始年月日：平成 9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        500          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09,4235,9 守歯科医院 〒142-0064 金属床による総義歯の提供

品川区旗の台六丁目２７番１号       （金属総義歯）第  1769号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09,4318,3 平沢歯科医院 〒142-0062 金属床による総義歯の提供

品川区小山六丁目７番１５号       （金属総義歯）第  1784号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09,4321,7 あづさ歯科医院 〒142-0054 金属床による総義歯の提供

品川区西中延二丁目９番１４号       （金属総義歯）第  1785号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09,4347,2 高橋歯科医院 〒142-0062 金属床による総義歯の提供

品川区小山三丁目１１番１８号       （金属総義歯）第  1790号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09,4358,9 佐藤歯科医院 〒142-0051 金属床による総義歯の提供

品川区平塚一丁目１２番７号       （金属総義歯）第  1793号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1803号                  徴収開始年月日：平成10年 6月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09,4361,3 シモジ歯科医院 〒140-0001 金属床による総義歯の提供

品川区北品川二丁目８番６号　七       （金属総義歯）第  1794号                徴収開始年月日：平成 6年 6月10日
福ビル３階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    146

09,4379,5 大岡歯科医院 〒142-0052 金属床による総義歯の提供
品川区東中延一丁目１１番１３号       （金属総義歯）第  1800号                徴収開始年月日：平成 6年10月 1日

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09,4386,0 白金歯科 〒141-0021 金属床による総義歯の提供

品川区上大崎二丁目１３番２２号       （金属総義歯）第  1804号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09,4404,1 清水歯科医院 〒142-0041 金属床による総義歯の提供

品川区戸越五丁目１９番３号       （金属総義歯）第  1810号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09,4420,7 寺岡歯科医院 〒142-0053 う蝕に罹患している患者の指導管理

品川区中延五丁目６番１４号　亀       （う蝕管理）第   721号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
田ビル３階           継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09,4426,4 上村歯科医院 〒142-0054 金属床による総義歯の提供

品川区西中延三丁目１１番７号       （金属総義歯）第  1812号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09,4434,8 大和屋歯科医院 〒142-0041 金属床による総義歯の提供

品川区戸越六丁目２０番２３号       （金属総義歯）第  1813号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09,4457,9 斉藤歯科医院 〒140-0011 金属床による総義歯の提供

品川区東大井三丁目１番４号       （金属総義歯）第  1821号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09,4462,9 竹内歯科医院 〒140-0011 金属床による総義歯の提供

品川区東大井二丁目２８番６号　       （金属総義歯）第  1822号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
マイキャッスル立会川２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09,4466,0 中村歯科医院 〒140-0014 金属床による総義歯の提供

品川区大井五丁目１６番７号       （金属総義歯）第  1823号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   227号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09,4467,8 長嶋歯科診療所 〒141-0033 金属床による総義歯の提供

品川区西品川二丁目９番４号       （金属総義歯）第  1824号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09,4470,2 広田歯科 〒142-0041 金属床による総義歯の提供

品川区戸越五丁目１１番６号　Ｔ       （金属総義歯）第  1825号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
ＡＫＩビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    147

09,4471,0 サトウ歯科医院 〒140-0013 金属床による総義歯の提供
品川区南大井五丁目２３番８号       （金属総義歯）第  1826号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09,4472,8 八潮歯科医院 〒140-0003 金属床による総義歯の提供

品川区八潮五丁目１２番６８号　       （金属総義歯）第  1827号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
１０３           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09,4483,5 白田歯科クリニック 〒142-0051 金属床による総義歯の提供

品川区平塚二丁目１８番１２号       （金属総義歯）第  1828号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   436号                  徴収開始年月日：平成 9年 4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      1,500          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09,4488,4 仙田歯科医院 〒140-0011 金属床による総義歯の提供

品川区東大井五丁目１４番２０号       （金属総義歯）第  1830号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
　斉藤ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09,4498,3 歯科瀬戸医院 〒141-0022 金属床による総義歯の提供

品川区東五反田一丁目２５番１９       （金属総義歯）第  1833号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
号　１０１           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09,4507,1 由井歯科 〒142-0043 金属床による総義歯の提供

品川区二葉一丁目２０番７号       （金属総義歯）第  1834号                徴収開始年月日：平成 6年 6月27日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09,4516,2 のぐち歯科医院 〒142-0053 金属床による総義歯の提供

品川区中延五丁目３番１２号　明       （金属総義歯）第  1837号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
治屋ビル３階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           325,000    325,000    
          04:チタン                                             500,000    500,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09,4527,9 イエダ歯科 〒140-0015 金属床による総義歯の提供

品川区西大井一丁目４番２０号　       （金属総義歯）第  1843号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
２０２           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09,4528,7 上杉歯科医院 〒141-0022 金属床による総義歯の提供

品川区東五反田五丁目２７番６号       （金属総義歯）第  1844号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
　第１五反田ビル４階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           310,000               
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    148

09,4529,5 塩津歯科医院 〒140-0004 金属床による総義歯の提供
品川区南品川二丁目４番５号       （金属総義歯）第  1845号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日

          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   401号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09,4539,4 藤井歯科医院 〒141-0032 金属床による総義歯の提供

品川区大崎一丁目６番４号　新大       （金属総義歯）第  1848号                徴収開始年月日：平成 6年 6月15日
崎勧業ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           315,000    315,000    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09,4541,0 宗田歯科医院 〒142-0041 金属床による総義歯の提供

品川区戸越五丁目７番１３号       （金属総義歯）第  1850号                徴収開始年月日：平成 6年11月17日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09,4545,1 佐々木歯科医院 〒142-0062 金属床による総義歯の提供

品川区小山六丁目５番６号　パレ       （金属総義歯）第  1852号                徴収開始年月日：平成13年 7月 1日
スハヤシ２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09,4551,9 不動前歯科 〒141-0031 う蝕に罹患している患者の指導管理

品川区西五反田四丁目３０番９号       （う蝕管理）第  1136号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
　メゾンブランシュ１階           継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09,4554,3 医療法人社団　高輪会〒140-0004 金属床による総義歯の提供

　サンフラワービル歯品川区南品川二丁目７番９号　サ       （金属総義歯）第  1857号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
科 ンフラワービル           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    420,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1190号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      2,100          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09,4559,2 井口歯科医院 〒142-0063 金属床による総義歯の提供

品川区荏原三丁目８番６号　東興       （金属総義歯）第  1859号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
会館２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                                      250,000    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09,4568,3 医療法人社団　歯仁会〒141-0033 う蝕に罹患している患者の指導管理

　ダイエー歯科診療所品川区西品川三丁目１６番３号　       （う蝕管理）第  1173号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
伊藤コーポ１階           継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09,4569,1 医療法人社団　歯仁会〒140-0014 う蝕に罹患している患者の指導管理

　伊藤歯科医院 品川区大井六丁目１番１４号       （う蝕管理）第   913号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    149

09,4570,9 右田歯科医院 〒142-0041 金属床による総義歯の提供
品川区戸越五丁目１３番１４号       （金属総義歯）第  1863号                徴収開始年月日：平成 6年 8月22日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09,4575,8 とよつぐ歯科クリニッ〒142-0051 金属床による総義歯の提供

ク 品川区平塚一丁目６番２０号       （金属総義歯）第  1865号                徴収開始年月日：平成 6年 6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                                             350,000    350,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09,4576,6 古澤歯科診療所 〒142-0043 金属床による総義歯の提供

品川区二葉四丁目１４番１６号       （金属総義歯）第  1866号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   768号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09,4578,2 東川歯科医院 〒140-0004 金属床による総義歯の提供

品川区南品川一丁目８番８号       （金属総義歯）第  1867号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09,4580,8 おくの歯科医院 〒142-0041 金属床による総義歯の提供

品川区戸越四丁目７番１４号       （金属総義歯）第  1869号                徴収開始年月日：平成 6年 7月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   988号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09,4584,0 新明歯科医院 〒140-0013 金属床による総義歯の提供

品川区南大井三丁目３４番３号　       （金属総義歯）第  1870号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
コーポ新明           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1010号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09,4585,7 吾妻歯科医院 〒141-0031 金属床による総義歯の提供

品川区西五反田五丁目１３番６号       （金属総義歯）第  1871号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09,4588,1 さいとう歯科医院 〒140-0001 金属床による総義歯の提供

品川区北品川一丁目２８番９号　       （金属総義歯）第  1873号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
北品川ＹＴビル２０２号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09,4589,9 中山歯科医院 〒142-0064 う蝕に罹患している患者の指導管理

品川区旗の台四丁目２番７号　グ       （う蝕管理）第   728号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
レース旗の台           継続管理種類  　      価格



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    150

09,4596,4 上山歯科医院 〒142-0043 金属床による総義歯の提供
品川区二葉一丁目１４番２号       （金属総義歯）第  1875号                徴収開始年月日：平成 6年 8月30日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09,4606,1 坂爪歯科医院 〒140-0004 金属床による総義歯の提供

品川区南品川二丁目１７番２７号       （金属総義歯）第  1878号                徴収開始年月日：平成 6年 8月 1日
　三井南品川ハイツ１０３号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09,4607,9 小野寺歯科医院 〒141-0031 金属床による総義歯の提供

品川区西五反田八丁目７番２号       （金属総義歯）第  1879号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1589号                  徴収開始年月日：平成 9年 7月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09,4610,3 関歯科医院 〒142-0053 金属床による総義歯の提供

品川区中延三丁目８番１６号       （金属総義歯）第  1880号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09,4617,8 平田歯科医院 〒142-0042 金属床による総義歯の提供

品川区豊町五丁目１番１２号　田       （金属総義歯）第  1883号                徴収開始年月日：平成 6年 8月 1日
中ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09,4623,6 医療法人社団　恵風会〒140-0015 金属床による総義歯の提供

　西大井歯科医院 品川区西大井二丁目３番４号　Ｋ       （金属総義歯）第  1886号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1639号                  徴収開始年月日：平成 9年 8月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09,4628,5 陽光歯科クリニック 〒141-0031 金属床による総義歯の提供

品川区西五反田八丁目４番１５号       （金属総義歯）第  1887号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
　東京モリスビル第２　３階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           367,500    367,500    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09,4634,3 和栗歯科医院 〒142-0052 金属床による総義歯の提供

品川区東中延二丁目１０番１８号       （金属総義歯）第  1892号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09,4635,0 平塚歯科クリニック 〒142-0041 金属床による総義歯の提供

品川区戸越二丁目５番１２号　ふ       （金属総義歯）第  1893号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
ぁみーゆ戸越Ｂ・１０２           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   493号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    151

09,4638,4 清水坂歯科医院 〒142-0041 金属床による総義歯の提供
品川区戸越二丁目１番２０号       （金属総義歯）第  1895号                徴収開始年月日：平成 6年 9月30日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09,4640,0 辛島歯科医院 〒142-0062 金属床による総義歯の提供

品川区小山五丁目８番２０号       （金属総義歯）第  1896号                徴収開始年月日：平成 6年 7月 6日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09,4641,8 鈴木歯科クリニック 〒142-0042 金属床による総義歯の提供

品川区豊町六丁目５番５号       （金属総義歯）第  1897号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           250,000               

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09,4644,2 荏原グランアート歯科〒142-0063 金属床による総義歯の提供

医院 品川区荏原七丁目５番３号       （金属総義歯）第  9867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
          02:金                                                 540,000    540,000    
          04:チタン                                             378,000    378,000    
          03:コバルト                                           270,000    270,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09,4645,9 河辺歯科医院 〒141-0032 金属床による総義歯の提供

品川区大崎二丁目２番２０号　若       （金属総義歯）第  1899号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
松コーポラス１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1539号                  徴収開始年月日：平成 9年 5月28日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09,4648,3 スフィアタワーデンタ〒140-0002 う蝕に罹患している患者の指導管理

ルクリニック 品川区東品川二丁目２番８号　ス       （う蝕管理）第  1164号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
フィアタワー天王洲２３４           継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09,4649,1 あべ歯科医院 〒140-0011 金属床による総義歯の提供

品川区東大井五丁目１２番５号　       （金属総義歯）第  1902号                徴収開始年月日：平成 6年 6月18日
高橋ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           262,500               
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   906号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09,4651,7 丸島歯科医院 〒141-0021 金属床による総義歯の提供

品川区上大崎三丁目３番５号　新       （金属総義歯）第  1904号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
陽ＣＫビル７階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    152

09,4656,6 古川歯科 〒140-0013 金属床による総義歯の提供
品川区南大井六丁目２５番３号　       （金属総義歯）第  1907号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
佐々木ビル２階           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   127号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09,4663,2 林歯科医院 〒142-0041 金属床による総義歯の提供

品川区戸越三丁目２番８号       （金属総義歯）第  1911号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09,4670,7 歯科依田医院 〒142-0041 う蝕に罹患している患者の指導管理

品川区戸越六丁目７番２６号       （う蝕管理）第  1410号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09,4675,6 菅家医院歯科 〒141-0033 金属床による総義歯の提供

品川区西品川一丁目２２番１号       （金属総義歯）第  1914号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09,4678,0 ネバシデンタルオフィ〒141-0031 金属床による総義歯の提供

ス 品川区西五反田一丁目３０番２号       （金属総義歯）第  1916号                徴収開始年月日：平成 7年 2月 1日
　ウィン五反田２Ａ           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09,4682,2 廣瀬歯科医院 〒141-0032 金属床による総義歯の提供

品川区大崎三丁目６番１１号       （金属総義歯）第  1808号                徴収開始年月日：平成 6年 9月10日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           350,000    350,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09,4685,5 藤田歯科クリニック 〒141-0033 金属床による総義歯の提供

品川区西品川三丁目５番８号       （金属総義歯）第  1919号                徴収開始年月日：平成 7年11月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   766号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09,4691,3 医療法人社団　清貴会〒140-0002 金属床による総義歯の提供

　小川歯科 品川区東品川二丁目２番４号　天       （金属総義歯）第  1921号                徴収開始年月日：平成 7年 6月 1日
王洲ファーストタワー１５階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          01:白金                                               700,000    700,000    
          02:金                                                 700,000    700,000    
          03:コバルト                                           400,000    400,000    
          04:チタン                                             500,000    500,000    

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    153

09,4692,1 医療法人社団　展靖会〒141-0031 金属床による総義歯の提供
　ナリタ歯科医院 品川区西五反田二丁目１３番５号       （金属総義歯）第  1922号                徴収開始年月日：平成 7年 5月 1日

　豊三西五反田ハイツ１０２           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           280,000    280,000    
          04:チタン                                             600,000    600,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09,4694,7 青木歯科医院 〒142-0053 金属床による総義歯の提供

品川区中延六丁目３番１５号　ラ       （金属総義歯）第  1924号                徴収開始年月日：平成 7年 5月25日
イズ中延２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09,4696,2 医療法人社団　緑心会〒141-0031 う蝕に罹患している患者の指導管理

　カナイ歯科クリニッ品川区西五反田六丁目２１番７号       （う蝕管理）第   221号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
ク           継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09,4698,8 モロオ歯科医院 〒141-0031 金属床による総義歯の提供

品川区西五反田四丁目８番１４号       （金属総義歯）第  1926号                徴収開始年月日：平成 7年11月20日
　渡辺ビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   351号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09,4703,6 医療法人社団　服部歯〒140-0004 金属床による総義歯の提供

科医院 品川区南品川六丁目１８番１９号       （金属総義歯）第  1929号                徴収開始年月日：平成 7年 7月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          04:チタン                                             200,000    200,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09,4708,5 医療法人社団　幸亮会〒140-0014 う蝕に罹患している患者の指導管理

　野村歯科医院 品川区大井一丁目２５番４号　シ       （う蝕管理）第   290号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
ティーハイツ大井町１階           継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09,4722,6 医療法人社団　正基会〒140-0011 金属床による総義歯の提供

　愈稀歯科医院 品川区東大井一丁目３番３０号       （金属総義歯）第  6109号                徴収開始年月日：平成 8年 3月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09,4728,3 みやはら歯科 〒140-0011 金属床による総義歯の提供

品川区東大井五丁目２番７号　磯       （金属総義歯）第  6256号                徴収開始年月日：平成 8年 6月 1日
部ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09,4741,6 大木歯科医院 〒140-0001 金属床による総義歯の提供

品川区北品川一丁目８番１２号　       （金属総義歯）第  6505号                徴収開始年月日：平成 8年12月 2日
アールビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    154

09,4754,9 医療法人社団　誠勝会〒140-0013 金属床による総義歯の提供
　南大井歯科クリニッ品川区南大井一丁目１０番９号　       （金属総義歯）第  6826号                徴収開始年月日：平成 9年 9月 1日
ク 斉藤ビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1661号                  徴収開始年月日：平成 9年 9月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09,4758,0 西元歯科医院 〒141-0022 金属床による総義歯の提供

品川区東五反田一丁目２１番８号       （金属総義歯）第  6909号                徴収開始年月日：平成10年 1月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09,4766,3 よしだ歯科クリニック〒142-0063 金属床による総義歯の提供

品川区荏原四丁目４番１号　水清       （金属総義歯）第  6964号                徴収開始年月日：平成10年 3月 2日
ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1863号                  徴収開始年月日：平成10年 3月 2日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      2,100          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09,4770,5 医療法人社団　英高会〒142-0062 う蝕に罹患している患者の指導管理

　板倉歯科医院 品川区小山六丁目７番８号　ベル       （う蝕管理）第  1865号                  徴収開始年月日：平成10年 6月 1日
トピア小山１階           継続管理種類  　      価格

          01:フッ化物局所      1,050          
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09,4773,9 医療法人　敬歯会　テ〒141-0031 金属床による総義歯の提供

ィーオーシービル歯科品川区西五反田七丁目２２番１７       （金属総義歯）第  7044号                徴収開始年月日：平成10年 5月 7日
医院 号　ＴＯＣビル２階３号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09,4779,6 米山歯科 〒142-0062 金属床による総義歯の提供

品川区小山三丁目２番１０号　斉       （金属総義歯）第  7086号                徴収開始年月日：平成10年 5月 1日
藤ビル           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1853号                  徴収開始年月日：平成10年 5月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09,4786,1 いばた歯科 〒141-0032 金属床による総義歯の提供

品川区大崎一丁目１１番２号　ゲ       （金属総義歯）第  7301号                徴収開始年月日：平成11年 3月 9日
ートシティ大崎イーストタワー地           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
下１階

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09,4797,8 医療法人社団　緑陽会〒140-0001 う蝕に罹患している患者の指導管理

　小野歯科医院 品川区北品川一丁目２８番５号　       （う蝕管理）第  1981号                  徴収開始年月日：平成11年 4月 1日
２階           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

[　　　　　　　　 現在 作成         頁

報告内容医療機関番号

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    155

09,4801,8 医療法人社団　則真会〒141-0032 金属床による総義歯の提供
　大崎シティデンタル品川区大崎一丁目１１番１号　ゲ       （金属総義歯）第  7405号                徴収開始年月日：平成11年 7月 5日
クリニック ートシティ大崎ウエストタワー３           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

階           01:白金                                               850,000    850,000    
          02:金                                                 850,000    850,000    
          03:コバルト                                           600,000    600,000    
          04:チタン                                             800,000    800,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09,4802,6 医療法人社団　則真会〒140-0002 金属床による総義歯の提供

　セントラルタワー歯品川区東品川二丁目２番２４号　       （金属総義歯）第  7406号                徴収開始年月日：平成11年 7月 8日
科クリニック 天王洲セントラルタワー３階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          01:白金                                               850,000    850,000    
          02:金                                                 850,000    850,000    
          03:コバルト                                           600,000    600,000    
          04:チタン                                             800,000    800,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09,4829,9 まぶち歯科医院 〒142-0064 金属床による総義歯の提供

品川区旗の台五丁目６番７号　ロ       （金属総義歯）第  7766号                徴収開始年月日：平成12年 9月11日
イヤルパレス旗の台１０１           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2263号                  徴収開始年月日：平成12年 9月11日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09,4830,7 八ツ山パークサイド能〒140-0001 金属床による総義歯の提供

勢歯科 品川区北品川一丁目１４番１号　       （金属総義歯）第  7767号                徴収開始年月日：平成12年10月 2日
クルーズ八ツ山５階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                                      262,500    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2264号                  徴収開始年月日：平成12年10月 2日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09,4835,6 医療法人社団　美生会〒142-0062 金属床による総義歯の提供

　みおこ歯科医院 品川区小山五丁目１７番２５号　       （金属総義歯）第  9028号                徴収開始年月日：平成12年11月10日
ＭＫビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

                                ニッケルクロム                  250,000    250,000    
          04:チタン                                             500,000    500,000    
          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  2300号                  徴収開始年月日：平成12年11月10日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09,4842,2 今村歯科医院 〒142-0053 金属床による総義歯の提供

品川区中延三丁目１３番１４号       （金属総義歯）第  7880号                徴収開始年月日：平成13年 5月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2338号                  徴収開始年月日：平成13年 5月 1日
          継続管理種類  　      価格



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    156

09,4856,2 いがみファミリー歯科〒142-0042 金属床による総義歯の提供
品川区豊町一丁目７番５号　ウメ       （金属総義歯）第  8046号                徴収開始年月日：平成14年 3月 1日
フネビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09,4859,6 医療法人社団　宮内歯〒142-0064 金属床による総義歯の提供

科クリニック 品川区旗の台二丁目７番５号       （金属総義歯）第  8052号                徴収開始年月日：平成14年 2月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          04:チタン                                             350,000    350,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2414号                  徴収開始年月日：平成14年 2月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09,4864,6 馬場歯科医院 〒142-0062 金属床による総義歯の提供

品川区小山六丁目３番１号       （金属総義歯）第  8086号                徴収開始年月日：平成14年 2月25日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2433号                  徴収開始年月日：平成14年 2月25日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09,4866,1 医療法人社団　優正会〒141-0022 金属床による総義歯の提供

　堀内歯科医院 品川区東五反田二丁目３番３号　       （金属総義歯）第  8082号                徴収開始年月日：平成14年 4月 1日
ＡＭビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09,4876,0 医療法人社団　隆嘉会〒142-0063 金属床による総義歯の提供

　よしひろ歯科クリニ品川区荏原三丁目３番１号　１階       （金属総義歯）第  8200号                徴収開始年月日：平成14年10月15日
ック           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           380,000    380,000    
          04:チタン                                             420,000    420,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2480号                  徴収開始年月日：平成14年10月15日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      3,150          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09,4885,1 ナムラ御殿山ガーデン〒140-0001 金属床による総義歯の提供

歯科 品川区北品川四丁目７番３５号　       （金属総義歯）第  8248号                徴収開始年月日：平成15年 4月 1日
御殿山トラストタワー３階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2498号                  徴収開始年月日：平成15年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09,4897,6 スワン歯科クリニック〒142-0063 金属床による総義歯の提供

品川区荏原三丁目６番１３号　グ       （金属総義歯）第  8321号                徴収開始年月日：平成15年 8月 1日
ランドメゾン武蔵小山１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2556号                  徴収開始年月日：平成15年 8月 1日
          継続管理種類  　      価格



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    157

09,4901,6 大井歯科クリニック 〒140-0014 金属床による総義歯の提供
品川区大井一丁目１５番５号　三       （金属総義歯）第  8371号                徴収開始年月日：平成15年10月16日
河産業ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09,4908,1 いちょう通り歯科医院〒142-0062 金属床による総義歯の提供

品川区小山七丁目１５番２１号　       （金属総義歯）第  8473号                徴収開始年月日：平成16年 5月 1日
プレミール洗足１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09,4925,5 柿﨑歯科医院 〒142-0064 金属床による総義歯の提供

品川区旗の台四丁目７番２号       （金属総義歯）第  8595号                徴収開始年月日：平成17年 1月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09,4935,4 うらなか歯科クリニッ〒142-0051 金属床による総義歯の提供

ク 品川区平塚一丁目５番２号       （金属総義歯）第  9947号                徴収開始年月日：平成28年 5月11日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           274,320    274,320    
          04:チタン                                             382,320    382,320    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2793号                  徴収開始年月日：平成17年10月20日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09,4937,0 小久保歯科医院 〒142-0042 金属床による総義歯の提供

品川区豊町六丁目２番２号　サン       （金属総義歯）第  9794号                徴収開始年月日：平成25年 7月20日
ハイム中延２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           273,000    273,000    
          04:チタン                                             304,500    304,500    
          01:白金                                               400,000    400,000    
                                金銀パラジウム                  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  2850号                  徴収開始年月日：平成18年 5月15日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09,4940,4 医療法人社団　善愛会〒141-0031 金属床による総義歯の提供

　不動駅前歯科 品川区西五反田五丁目１１番１３       （金属総義歯）第  8757号                徴収開始年月日：平成17年10月 1日
号　福島ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2802号                  徴収開始年月日：平成17年10月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09,4953,7 桑鶴歯科医院 〒142-0051 金属床による総義歯の提供

品川区平塚三丁目３番７号　スタ       （金属総義歯）第  8878号                徴収開始年月日：平成18年 6月 1日
ープランツ１０１号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2876号                  徴収開始年月日：平成18年 6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      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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    158

09,4973,5 よしむら歯科クリニッ〒142-0062 金属床による総義歯の提供
ク 品川区小山六丁目２番７号　第２       （金属総義歯）第  9011号                徴収開始年月日：平成19年 3月 1日

片柳ビル１階１０１号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          04:チタン                                             350,000    350,000    
                                コバルトクロム                  260,000    260,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2964号                  徴収開始年月日：平成19年 3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          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09,4977,6 医療法人社団　美和会〒142-0041 金属床による総義歯の提供

　にいや歯科医院 品川区戸越四丁目１１番１７号　       （金属総義歯）第  9052号                徴収開始年月日：平成19年 4月 1日
ニューヴァレー１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          02:金                                                 420,000    420,000    
          04:チタン                                             367,500    367,500    
          03:コバルト                                           315,000    315,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2996号                  徴収開始年月日：平成19年 4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      5,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09,4978,4 医療法人社団　誠正会〒140-0001 金属床による総義歯の提供

　大石歯科クリニック品川区北品川一丁目２３番１８号       （金属総義歯）第  9053号                徴収開始年月日：平成19年 4月 1日
　海文堂ビル２階           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    
          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  2997号                  徴収開始年月日：平成19年 4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      2,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09,4980,0 かない歯科クリニック〒142-0053 金属床による総義歯の提供

品川区中延六丁目９番５号　Ｉ．       （金属総義歯）第  9081号                徴収開始年月日：平成19年 6月 1日
Ｋ．ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          04:チタン                                             300,000    300,000    
          03:コバルト                                           250,000    250,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09,4985,9 のぞみ歯科医院 〒140-0013 金属床による総義歯の提供

品川区南大井三丁目１５番７号　       （金属総義歯）第  9134号                徴収開始年月日：平成19年 9月 1日
Ｎ・ＦＬＡＴＳ           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    
          01:白金                                               500,000    500,000    



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    159

09,4989,1 医療法人　清水歯科　〒140-0013 金属床による総義歯の提供
水神デンタルクリニッ品川区南大井三丁目６番３号　ラ       （金属総義歯）第  9176号                徴収開始年月日：平成19年10月 1日
ク イオンズマンション大森第８　１           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

階１０２           03:コバルト                                           210,000    210,000    
          04:チタン                                             262,500    262,500    
          01:白金                                               420,000    420,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  3081号                  徴収開始年月日：平成19年10月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      5,250          
          02:小窩裂溝填塞      3,150          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09,4995,8 医療法人社団　有夢会〒140-0004 金属床による総義歯の提供

　おはらデンタルクリ品川区南品川二丁目５番７号　松       （金属総義歯）第  9234号                徴収開始年月日：平成20年 2月 5日
ニック 本ビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           300,000    300,000    
          04:チタン                                             350,000    350,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  3123号                  徴収開始年月日：平成20年 2月 5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      5,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09,4996,6 フレンド歯科医院 〒142-0052 金属床による総義歯の提供

品川区東中延二丁目１番１７号　       （金属総義歯）第  9252号                徴収開始年月日：平成20年 4月 1日
ブライズ荏原中延１０１           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    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09,8005,2 香谷歯科医院 〒142-0053 金属床による総義歯の提供

品川区中延六丁目９番１５号       （金属総義歯）第  9323号                徴収開始年月日：平成20年 9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    
          02:金                                                 500,000    500,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09,8007,8 内川歯科医院 〒140-0011 金属床による総義歯の提供

品川区東大井三丁目２７番８号　       （金属総義歯）第  9330号                徴収開始年月日：平成20年 8月 1日
シティハウス東大井１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           250,000    250,000    
          04:チタン                                             350,000    350,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  3177号                  徴収開始年月日：平成20年 8月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所        500          
          02:小窩裂溝填塞        500          



保険外併用療養費医療機関名簿

 医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 病床数

[　　　　　　　　 現在 作成         頁

報告内容医療機関番号

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    160

09,8026,8 中延駅前歯科 〒142-0042 金属床による総義歯の提供
品川区豊町六丁目２４番１３号　       （金属総義歯）第  9467号                徴収開始年月日：平成22年 3月 1日
プライムアーバン品川西１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          04:チタン                                             350,000    350,000    
          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  3271号                  徴収開始年月日：平成22年 3月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,500          
          02:小窩裂溝填塞      1,500          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09,8040,9 大嶋歯科医院 〒142-0043 金属床による総義歯の提供

品川区二葉三丁目９番１０号       （金属総義歯）第  9676号                徴収開始年月日：平成24年 2月10日
          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    420,000    
          02:金                                                 630,000    630,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09,8043,3 サウジ歯科クリニック〒141-0021 金属床による総義歯の提供

品川区上大崎二丁目１３番２６号       （金属総義歯）第  9612号                徴収開始年月日：平成23年 8月 1日
　メイプルトップビル４階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09,8050,8 三間歯科医院 〒141-0022 金属床による総義歯の提供

品川区東五反田二丁目２０番６号       （金属総義歯）第  9633号                徴収開始年月日：平成23年 7月21日
　アーバンパレス東五反田１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           325,000    325,000    
          04:チタン                                             445,000    445,000    
          01:白金                                               645,000    645,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  3367号                  徴収開始年月日：平成23年 7月21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          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09,8053,2 野田歯科医院 〒141-0021 金属床による総義歯の提供

品川区上大崎二丁目１２番１号       （金属総義歯）第  9667号                徴収開始年月日：平成24年 1月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           262,500    262,500    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09,8054,0 もり歯科クリニック 〒142-0062 金属床による総義歯の提供

品川区小山六丁目７番１６号       （金属総義歯）第  9714号                徴収開始年月日：平成24年 8月 2日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           262,500    262,500    
          04:チタン                                             420,000    420,000    



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    161

09,8063,1 アールデンタルクリニ〒142-0064 金属床による総義歯の提供
ック 品川区旗の台五丁目１１番４号　       （金属総義歯）第  9737号                徴収開始年月日：平成24年10月 9日

アネックスコート１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           350,000    350,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  3430号                  徴収開始年月日：平成24年10月 9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          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09,8064,9 エムデンタルオフィス〒141-0022 う蝕に罹患している患者の指導管理

品川区東五反田一丁目１４番１１       （う蝕管理）第  3433号                  徴収開始年月日：平成24年11月 1日
号　須賀ビル３階           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          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09,8073,0 医療法人社団　歯舞会〒140-0013 金属床による総義歯の提供

　服部デンタルクリニ品川区南大井六丁目２６番２号　       （金属総義歯）第  9776号                徴収開始年月日：平成25年 3月25日
ック 大森ベルポートＢ館１階           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                                               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  3453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      1,500          
          02:小窩裂溝填塞      1,500          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09,8084,7 かなもり歯科クリニッ〒140-0001 金属床による総義歯の提供

ク 品川区北品川二丁目１１番１号　       （金属総義歯）第  9809号                徴収開始年月日：平成25年12月 3日
ベイテラス北品川１０１号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           420,000    420,000    
          04:チタン                                             525,000    525,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09,8087,0 公益財団法人　ライオ〒141-0022 う蝕に罹患している患者の指導管理

ン歯科衛生研究所　東品川区東五反田五丁目２３番７号       （う蝕管理）第  3472号                  徴収開始年月日：平成26年 2月 1日
京デンタルクリニック　五反田不二越ビル２階           継続管理種類  　      価格

          01:フッ化物局所      3,150          
          02:小窩裂溝填塞      3,150          

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    162

09,8125,8 品川気づき歯科クリニ〒140-0014 金属床による総義歯の提供
ック 品川区大井一丁目２４番２号　ミ       （金属総義歯）第  9928号                徴収開始年月日：平成28年 3月 1日

ヤタビル４階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           350,000    350,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  3522号                  徴収開始年月日：平成28年 3月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,000          
          02:小窩裂溝填塞      1,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09,8126,6 古屋歯科医院 〒140-0014 金属床による総義歯の提供

品川区大井二丁目１２番１号　２       （金属総義歯）第  9958号                徴収開始年月日：平成28年 8月 1日
階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          01:白金                                               550,000    550,000    
          02:金                                                 500,000    500,000    
          04:チタン                                             300,000    300,000    
          03:コバルト                                           250,000    250,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10,4019,5 細田歯科医院 〒153-0053 金属床による総義歯の提供

目黒区五本木三丁目２６番１号       （金属総義歯）第  1933号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1320号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10,4024,5 岡田歯科医院 〒153-0051 金属床による総義歯の提供

目黒区上目黒四丁目３番１１号       （金属総義歯）第  1935号                徴収開始年月日：平成 6年 7月20日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10,4118,5 酒井歯科医院 〒152-0002 金属床による総義歯の提供

目黒区目黒本町三丁目１３番１９       （金属総義歯）第  1940号                徴収開始年月日：平成 6年10月22日
号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   550号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10,4181,3 医療法人社団　明徳会〒153-0052 金属床による総義歯の提供

　第二福岡歯科医院 目黒区祐天寺一丁目２７番１０号       （金属総義歯）第  1943号                徴収開始年月日：平成 6年 7月11日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10,4212,6 山田歯科医院 〒153-0051 金属床による総義歯の提供

目黒区上目黒五丁目３０番９号       （金属総義歯）第  1947号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10,4255,5 内田歯科医院 〒152-0035 金属床による総義歯の提供

目黒区自由が丘二丁目１４番３号       （金属総義歯）第  1951号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    163

10,4277,9 サダカネ歯科 〒152-0022 金属床による総義歯の提供
目黒区柿の木坂一丁目２８番２０       （金属総義歯）第  1953号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10,4292,8 自由が丘銀座歯科医院〒152-0035 金属床による総義歯の提供

目黒区自由が丘一丁目２４番３号       （金属総義歯）第  1955号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10,4293,6 今井歯科医院 〒153-0051 金属床による総義歯の提供

目黒区上目黒五丁目２８番１号       （金属総義歯）第  1956号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10,4296,9 松野歯科医院 〒153-0053 金属床による総義歯の提供

目黒区五本木二丁目１５番７号　       （金属総義歯）第  1957号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
市川ビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   806号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10,4303,3 生田歯科医院 〒153-0051 金属床による総義歯の提供

目黒区上目黒一丁目８番２７号       （金属総義歯）第  1958号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
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 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10,4321,5 和久井歯科医院 〒152-0004 金属床による総義歯の提供

目黒区鷹番三丁目７番５号       （金属総義歯）第  1963号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10,4335,5 衣松歯科医院 〒152-0034 金属床による総義歯の提供

目黒区緑が丘一丁目１１番１７号       （金属総義歯）第  1968号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10,4345,4 松尾歯科医院 〒153-0043 金属床による総義歯の提供

目黒区東山一丁目１番２号　東山       （金属総義歯）第  1972号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10,4357,9 徳永歯科医院 〒152-0004 金属床による総義歯の提供

目黒区鷹番二丁目１５番１３号       （金属総義歯）第  1978号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    164

10,4361,1 山村歯科医院 〒153-0064 金属床による総義歯の提供
目黒区下目黒三丁目５番３号       （金属総義歯）第  1979号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           180,000               
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1304号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月17日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10,4372,8 堤歯科医院 〒153-0043 金属床による総義歯の提供

目黒区東山三丁目１３番６号       （金属総義歯）第  1983号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           250,000    250,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10,4384,3 大沢歯科医院 〒152-0023 金属床による総義歯の提供

目黒区八雲一丁目３番１７号       （金属総義歯）第  1987号                徴収開始年月日：平成 6年 8月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10,4393,4 中村歯科 〒152-0031 金属床による総義歯の提供

目黒区中根二丁目４番１７号　Ｇ       （金属総義歯）第  1991号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
Ｓハイム都立大１０４号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10,4397,5 洗足歯科クリニック 〒152-0012 金属床による総義歯の提供

目黒区洗足二丁目１０番２号       （金属総義歯）第  9306号                徴収開始年月日：平成20年 7月22日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          01:白金                                               500,000    500,000    
          02:金                                                 500,000    500,000    
          03:コバルト                                           250,000    250,000    
          04:チタン                                             300,000    300,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10,4401,5 飯田歯科医院 〒153-0063 金属床による総義歯の提供

目黒区目黒三丁目９番３号　須田       （金属総義歯）第  1994号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
ビル２０１Ａ           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10,4403,1 医療法人社団　仁愛会〒152-0035 金属床による総義歯の提供

　歯科自由ヶ丘クリニ目黒区自由が丘一丁目８番２３号       （金属総義歯）第  1996号                徴収開始年月日：平成 6年 8月20日
ック           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           262,500    262,500    
          04:チタン                                             315,000    315,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10,4405,6 久保デンタルオフィス〒153-0042 金属床による総義歯の提供

目黒区青葉台一丁目２８番１号　       （金属総義歯）第  1997号                徴収開始年月日：平成 6年 7月18日
ペガサスマンション青葉台１０３           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10,4410,6 川俣歯科医院 〒153-0063 金属床による総義歯の提供

目黒区目黒三丁目１４番２５号       （金属総義歯）第  1999号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    165

10,4414,8 富樫歯科医院 〒152-0023 金属床による総義歯の提供
目黒区八雲四丁目１２番７号       （金属総義歯）第  2001号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1494号                  徴収開始年月日：平成 9年 5月13日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10,4419,7 カワイ歯科医院 〒153-0041 金属床による総義歯の提供

目黒区駒場一丁目２３番９号       （金属総義歯）第  6655号                徴収開始年月日：平成 9年 5月 1日
          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   675号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10,4435,3 ラックハウス目黒歯科〒153-0064 金属床による総義歯の提供

医院 目黒区下目黒三丁目８番５号　ラ       （金属総義歯）第  7125号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
ックハウス目黒１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           300,000    300,000    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10,4443,7 益山歯科クリニック 〒152-0022 金属床による総義歯の提供

目黒区柿の木坂一丁目３０番１６       （金属総義歯）第  2011号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
号　松寿ハイツ           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1296号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10,4450,2 額賀歯科医院 〒152-0004 金属床による総義歯の提供

目黒区鷹番三丁目８番７号       （金属総義歯）第  2012号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10,4454,4 ヒナタ歯科 〒152-0021 金属床による総義歯の提供

目黒区東が丘一丁目１７番４号       （金属総義歯）第  2015号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10,4460,1 勝俣歯科医院 〒153-0052 金属床による総義歯の提供

目黒区祐天寺二丁目１４番８号　       （金属総義歯）第  2017号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
ウェストフォトビル３階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           300,000               
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10,4487,4 大倉歯科医院 〒152-0003 金属床による総義歯の提供

目黒区碑文谷三丁目１６番２０号       （金属総義歯）第  2023号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10,4495,7 友成歯科医院 〒153-0063 金属床による総義歯の提供

目黒区目黒四丁目１０番１０号       （金属総義歯）第  2027号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    166

10,4496,5 医療法人社団　英会　〒152-0031 金属床による総義歯の提供
メイプル歯科診療所 目黒区中根二丁目１番１１号　セ       （金属総義歯）第  2028号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日

ツビル２０１号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1241号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10,4497,3 大倉歯科医院 〒152-0004 金属床による総義歯の提供

目黒区鷹番三丁目５番１号　池田       （金属総義歯）第  2029号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10,4499,9 東山歯科医院 〒153-0043 金属床による総義歯の提供

目黒区東山一丁目２４番２６号       （金属総義歯）第  2031号                徴収開始年月日：平成 7年 3月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   314号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10,4500,4 医療法人社団　向陽会〒153-0053 金属床による総義歯の提供

　岸歯科医院 目黒区五本木一丁目３５番６号　       （金属総義歯）第  2033号                徴収開始年月日：平成 6年 9月 1日
１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          01:白金                                               700,000    650,000    
          03:コバルト                                           300,000    250,000    
          04:チタン                                             500,000    450,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10,4502,0 医療法人社団　秀盛会〒153-0051 金属床による総義歯の提供

　岡根歯科医院 目黒区上目黒三丁目２番１号　明       （金属総義歯）第  2034号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
治生命中目黒ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1023号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,500          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10,4504,6 煙山歯科 〒152-0004 金属床による総義歯の提供

目黒区鷹番二丁目１番３号       （金属総義歯）第  2035号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10,4508,7 美浦歯科医院 〒152-0004 金属床による総義歯の提供

目黒区鷹番二丁目１９番２０号　       （金属総義歯）第  2037号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
第二ベルウッドビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10,4510,3 桐田歯科クリニック 〒153-0041 金属床による総義歯の提供

目黒区駒場二丁目１６番１１号       （金属総義歯）第  2038号                徴収開始年月日：平成 6年 6月10日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    167

10,4515,2 佐瀬歯科医院 〒152-0032 金属床による総義歯の提供
目黒区平町一丁目２３番１５号       （金属総義歯）第  2040号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10,4517,8 義典デンタルオフィス〒153-0063 金属床による総義歯の提供

目黒区目黒一丁目４番６号　弥生       （金属総義歯）第  2041号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
ビル４階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          01:白金                                               735,000    735,000    
          02:金                                                 735,000    735,000    
          03:コバルト                                           367,500    367,500    
          04:チタン                                             682,500    682,500    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1546号                  徴収開始年月日：平成 9年 5月22日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10,4534,3 アサダデンタルクリニ〒152-0031 金属床による総義歯の提供

ック 目黒区中根二丁目１３番１９号　       （金属総義歯）第  2046号                徴収開始年月日：平成 7年 5月23日
都立大サンロードビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10,4540,0 鐘ヶ江歯科医院 〒152-0002 金属床による総義歯の提供

目黒区目黒本町五丁目１６番１２       （金属総義歯）第  2048号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10,4543,4 半沢歯科医院 〒152-0035 金属床による総義歯の提供

目黒区自由が丘三丁目１１番２４       （金属総義歯）第  2049号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
号　スモールヴィル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   881号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10,4549,1 渡辺歯科医院 〒153-0065 金属床による総義歯の提供

目黒区中町一丁目１番１９号       （金属総義歯）第  2052号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10,4551,7 堀井歯科医院 〒153-0064 金属床による総義歯の提供

目黒区下目黒五丁目２２番４号       （金属総義歯）第  2053号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    168

10,4552,5 医療法人社団　慶仁会〒153-0063 金属床による総義歯の提供
　スガノ歯科クリニッ目黒区目黒四丁目１１番７号　須       （金属総義歯）第  2054号                徴収開始年月日：平成 6年 7月20日
ク 田ビル           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    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1461号                  徴収開始年月日：平成 9年 5月 7日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      3,000          
          02:小窩裂溝填塞        500          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10,4556,6 碑文谷コート歯科 〒152-0002 金属床による総義歯の提供

目黒区目黒本町四丁目２０番１０       （金属総義歯）第  2056号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
号　碑文谷コート１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10,4560,8 南風歯科医院 〒152-0012 金属床による総義歯の提供

目黒区洗足一丁目１番１２号       （金属総義歯）第  2059号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10,4562,4 今井歯科医院 〒152-0035 金属床による総義歯の提供

目黒区自由が丘一丁目２４番８号       （金属総義歯）第  2061号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
　フェリ・ド・フルール２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   932号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10,4565,7 医療法人社団　孝明会〒152-0022 金属床による総義歯の提供

　柿の木坂歯科クリニ目黒区柿の木坂一丁目３４番２１       （金属総義歯）第  2062号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
ック 号　ロイヤルヒルズ柿の木坂１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          01:白金                                               500,000    500,000    
          02:金                                                 500,000    500,000    
          03:コバルト                                           300,000    300,000    
          04:チタン                                             500,000    500,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10,4575,6 医療法人社団　明晃会〒153-0044 金属床による総義歯の提供

　大橋歯科クリニック目黒区大橋二丁目２２番７号　村       （金属総義歯）第  2065号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
田ビル２０１           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10,4579,8 村上歯科クリニック 〒152-0003 金属床による総義歯の提供

目黒区碑文谷一丁目４番８号       （金属総義歯）第  2067号                徴収開始年月日：平成 7年 1月10日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           220,000    220,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   578号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    169

10,4588,9 医療法人社団　三侑会〒152-0033 金属床による総義歯の提供
　三木歯科医院 目黒区大岡山一丁目６番１号       （金属総義歯）第  2070号                徴収開始年月日：平成 6年11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    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10,4600,2 井上歯科医院 〒152-0002 金属床による総義歯の提供

目黒区目黒本町二丁目３番２０号       （金属総義歯）第  2073号                徴収開始年月日：平成 7年10月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10,4605,1 後藤歯科医院 〒153-0052 金属床による総義歯の提供

目黒区祐天寺二丁目３番７号       （金属総義歯）第  2074号                徴収開始年月日：平成 7年 8月 8日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10,4606,9 谷本歯科診療所 〒153-0064 金属床による総義歯の提供

目黒区下目黒三丁目１番２２号       （金属総義歯）第  2075号                徴収開始年月日：平成 7年11月13日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10,4611,9 つかさ歯科医院 〒152-0001 金属床による総義歯の提供

目黒区中央町二丁目７番５号　ロ       （金属総義歯）第  6259号                徴収開始年月日：平成 8年 5月 1日
イヤルエクセレント学芸大１０１           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   149号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10,4612,7 芳賀歯科クリニック 〒152-0003 金属床による総義歯の提供

目黒区碑文谷四丁目１５番６号       （金属総義歯）第  6333号                徴収開始年月日：平成 8年 7月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1465号                  徴収開始年月日：平成 9年 5月 6日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10,4617,6 医療法人財団　名泉会〒153-0051 う蝕に罹患している患者の指導管理

　タカラ歯科診療所 目黒区上目黒２丁目１８番１３号       （う蝕管理）第  1272号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
　２階３階４階           継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10,4619,2 医療法人社団　友誠会〒153-0042 金属床による総義歯の提供

　有馬歯科医院 目黒区青葉台二丁目２１番１３号       （金属総義歯）第  6431号                徴収開始年月日：平成 8年 9月 1日
　１０１           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10,4622,6 医療法人社団　秀嶺会〒153-0051 金属床による総義歯の提供

　さとう歯科クリニッ目黒区上目黒二丁目３７番１２号       （金属総義歯）第  6507号                徴収開始年月日：平成 8年11月 1日
ク 　コンフォート中目黒１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    170

10,4631,7 つのだ歯科医院 〒152-0034 金属床による総義歯の提供
目黒区緑が丘二丁目２４番１号       （金属総義歯）第  6712号                徴収開始年月日：平成 9年 5月 6日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1509号                  徴収開始年月日：平成 9年 5月 6日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      2,100          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10,4632,5 山手デンタルクリニッ〒153-0061 金属床による総義歯の提供

ク 目黒区中目黒三丁目５番４号       （金属総義歯）第  6656号                徴収開始年月日：平成 9年 5月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10,4635,8 吉田デンタルクリニッ〒152-0004 金属床による総義歯の提供

ク 目黒区鷹番二丁目２１番３号       （金属総義歯）第  6713号                徴収開始年月日：平成 9年 7月 7日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10,4644,0 医療法人社団　桂由会〒153-0051 金属床による総義歯の提供

　小幡歯科中目黒医院目黒区上目黒二丁目４３番６号　       （金属総義歯）第  6940号                徴収開始年月日：平成10年 2月 1日
キャトルセゾン１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10,4645,7 酒井歯科医院 〒152-0034 金属床による総義歯の提供

目黒区緑が丘一丁目７番２１号　       （金属総義歯）第  6994号                徴収開始年月日：平成10年 4月 1日
トーカングリーンクレスト１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1782号                  徴収開始年月日：平成10年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10,4646,5 奥歯科医院 〒152-0004 金属床による総義歯の提供

目黒区鷹番三丁目１８番７号　ハ       （金属総義歯）第  7046号                徴収開始年月日：平成10年 5月 1日
ウスノブ１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1834号                  徴収開始年月日：平成10年 5月28日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10,4656,4 秋草歯科医院 〒152-0035 金属床による総義歯の提供

目黒区自由が丘一丁目７番１５号       （金属総義歯）第  7209号                徴収開始年月日：平成10年10月 1日
　ベルテフォンタン４階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          02:金                                                            300,000    
          04:チタン                                             350,000               
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1929号                  徴収開始年月日：平成10年10月 1日
          継続管理種類  　      価格

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    171

10,4662,2 医療法人　松涛会　平〒152-0002 金属床による総義歯の提供
和通り歯科 目黒区目黒本町四丁目１番１３号       （金属総義歯）第  7332号                徴収開始年月日：平成11年 5月 1日

　ティンバー小林１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                                             367,500    367,500    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2003号                  徴収開始年月日：平成11年 5月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10,4666,3 アルコデンタルクリニ〒153-0064 金属床による総義歯の提供

ック 目黒区下目黒一丁目８番１号　ア       （金属総義歯）第  7333号                徴収開始年月日：平成11年 4月30日
ルコタワー１２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2010号                  徴収開始年月日：平成11年 4月30日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10,4667,1 洗足マスオ歯科医院 〒152-0012 金属床による総義歯の提供

目黒区洗足二丁目２４番１４号　       （金属総義歯）第  7449号                徴収開始年月日：平成11年 8月 2日
渡辺ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           399,000               
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10,4674,7 医療法人社団　徹心会〒152-0023 金属床による総義歯の提供

　徹歯科クリニック 目黒区八雲一丁目３番４号　ポケ       （金属総義歯）第  7501号                徴収開始年月日：平成11年11月 1日
ットプラザ２０１           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2072号                  徴収開始年月日：平成11年11月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10,4682,0 池田歯科診療室 〒152-0022 金属床による総義歯の提供

目黒区柿の木坂一丁目３１番９号       （金属総義歯）第  7640号                徴収開始年月日：平成12年 6月 1日
　パーシモンヒルズ１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2172号                  徴収開始年月日：平成12年 6月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10,4684,6 はやし歯科クリニック〒152-0011 金属床による総義歯の提供

目黒区原町一丁目４番５号　アイ       （金属総義歯）第  7671号                徴収開始年月日：平成12年 6月 1日
ンクラフト１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           180,000               
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2195号                  徴収開始年月日：平成12年 6月 1日
          継続管理種類  　      価格

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    172

10,4685,3 西小山デンタルクリニ〒152-0011 金属床による総義歯の提供
ック 目黒区原町一丁目７番４号       （金属総義歯）第  7734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
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2241号                  徴収開始年月日：平成12年 8月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10,4692,9 レイデンタルクリニッ〒153-0064 金属床による総義歯の提供

ク 目黒区下目黒一丁目５番１６号　       （金属総義歯）第  7820号                徴収開始年月日：平成12年11月 6日
本田ビル１－Ｆ           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2301号                  徴収開始年月日：平成12年11月 6日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10,4693,7 湯浅歯科医院 〒152-0003 金属床による総義歯の提供

目黒区碑文谷六丁目６番３号       （金属総義歯）第  9562号                徴収開始年月日：平成23年 2月 1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    
          01:白金                                               750,000    750,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10,4701,8 上目黒歯科医院 〒153-0051 金属床による総義歯の提供

目黒区上目黒二丁目６番９号　マ       （金属総義歯）第  7914号                徴収開始年月日：平成13年 4月24日
ルモビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10,4714,1 医療法人社団　雄美会〒152-0004 金属床による総義歯の提供

　島田歯科医院 目黒区鷹番三丁目１８番１８号　       （金属総義歯）第  8083号                徴収開始年月日：平成14年 3月 1日
ロフティ学芸大１０１号室           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2429号                  徴収開始年月日：平成14年 3月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10,4721,6 かしの木歯科 〒152-0033 金属床による総義歯の提供

目黒区大岡山一丁目２６番１３号       （金属総義歯）第  8146号                徴収開始年月日：平成14年 8月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10,4733,1 知野歯科医院 〒152-0012 金属床による総義歯の提供

目黒区洗足一丁目６番５号       （金属総義歯）第  8245号                徴収開始年月日：平成15年 1月28日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2497号                  徴収開始年月日：平成15年 1月28日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10,4739,8 小林こうせい歯科クリ〒153-0053 金属床による総義歯の提供

ニック 目黒区五本木一丁目３０番６号　       （金属総義歯）第  8386号                徴収開始年月日：平成15年11月11日
松下ビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    173

10,4743,0 医療法人社団　ファミ〒152-0012 金属床による総義歯の提供
リア　松島歯科医院 目黒区洗足二丁目６番１２号　１       （金属総義歯）第  8382号                徴収開始年月日：平成15年10月 1日

階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2592号                  徴収開始年月日：平成15年10月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10,4753,9 飯島歯科医院 〒152-0002 金属床による総義歯の提供

目黒区目黒本町三丁目５番２号       （金属総義歯）第  8461号                徴収開始年月日：平成16年 5月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10,4760,4 医療法人社団　項士会〒152-0035 金属床による総義歯の提供

　石持デンタルオフィ目黒区自由が丘二丁目４番３号　       （金属総義歯）第  8558号                徴収開始年月日：平成16年10月 1日
ス １階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10,4767,9 前田歯科医院 〒152-0003 金属床による総義歯の提供

目黒区碑文谷四丁目２番３号　２       （金属総義歯）第  9105号                徴収開始年月日：平成19年 6月 5日
０８号           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    420,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10,4778,6 医療法人社団　真峰会〒152-0035 金属床による総義歯の提供

　北村歯科クリニック目黒区自由が丘二丁目２番１２号       （金属総義歯）第  8759号                徴収開始年月日：平成17年10月 1日
　リバティーコート橋本２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           350,000    350,000    
          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  2803号                  徴収開始年月日：平成17年10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          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10,4782,8 論デンタルオフィス 〒153-0041 金属床による総義歯の提供

目黒区駒場一丁目２８番７号　ラ       （金属総義歯）第  8793号                徴収開始年月日：平成18年 2月 1日
フィーヌ駒場１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2820号                  徴収開始年月日：平成18年 2月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      3,150          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10,4785,1 自由が丘石崎歯科医院〒152-0035 う蝕に罹患している患者の指導管理

目黒区自由が丘一丁目１６番１０       （う蝕管理）第  2883号                  徴収開始年月日：平成18年 6月 1日
号　フェリシア自由が丘１階           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          

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    174

10,4789,3 奥居歯科 〒153-0042 金属床による総義歯の提供
目黒区青葉台一丁目３０番１１号       （金属総義歯）第  8915号                徴収開始年月日：平成18年 8月 1日
　土屋ビル３階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2908号                  徴収開始年月日：平成18年 8月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,000          
          02:小窩裂溝填塞      1,500          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10,4803,2 医療法人社団　スマイ〒152-0004 う蝕に罹患している患者の指導管理

ルベア　キッズデンタ目黒区鷹番一丁目１５番３号　１       （う蝕管理）第  3124号                  徴収開始年月日：平成20年 3月 1日
ル目黒 階           継続管理種類  　      価格

          01:フッ化物局所      5,000          
          02:小窩裂溝填塞      2,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10,4805,7 たいらまち歯科クリニ〒152-0032 金属床による総義歯の提供

ック 目黒区平町二丁目９番２２号       （金属総義歯）第  9159号                徴収開始年月日：平成19年11月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          04:チタン                                             250,000    250,000    
          03:コバルト                                           200,000    200,000    
          01:白金                                               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  3064号                  徴収開始年月日：平成19年11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          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10,4812,3 こはるデンタルクリニ〒152-0003 金属床による総義歯の提供

ック 目黒区碑文谷三丁目１番１号　Ｌ       （金属総義歯）第  9285号                徴収開始年月日：平成20年 6月 1日
ｉｖｅｏｎ　ＨＩＭＯＮＹＡ　２           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
階           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  3156号                  徴収開始年月日：平成20年 6月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,000          
          02:小窩裂溝填塞      1,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10,4814,9 医療法人社団　優心　〒153-0065 う蝕に罹患している患者の指導管理

目黒デンタルクリニッ目黒区中町二丁目３２番７号　Ｍ       （う蝕管理）第  3162号                  徴収開始年月日：平成20年 5月 1日
ク Ｔビル１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          

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    175

10,4818,0 アップルデンタルクリ〒153-0041 金属床による総義歯の提供
ニック 目黒区駒場四丁目２番１５号　パ       （金属総義歯）第  9344号                徴収開始年月日：平成20年11月 1日

ンセ駒場１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           210,000    210,000    
          04:チタン                                             367,500    367,500    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  3185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      2,100          
          02:小窩裂溝填塞      2,100          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10,4821,4 自由が丘てづか歯科・〒152-0035 金属床による総義歯の提供

矯正歯科 目黒区自由が丘二丁目１６番２５       （金属総義歯）第  9353号                徴収開始年月日：平成20年12月 1日
号　ＮＯＶＡ自由が丘２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          01:白金                                               630,000    630,000    
          02:金                                                 525,000    525,000    
          04:チタン                                             420,000    420,000    
          03:コバルト                                           315,000    315,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10,4828,9 中目黒アリーナ歯科 〒153-0051 金属床による総義歯の提供

目黒区上目黒一丁目２３番１号　       （金属総義歯）第  9386号                徴収開始年月日：平成21年 5月 1日
中目黒アリーナ５０２号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           300,000    250,000    
          02:金                                                 400,000    300,000    
          04:チタン                                             500,000    350,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  3208号                  徴収開始年月日：平成21年 5月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      2,000          
          02:小窩裂溝填塞      1,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10,4836,2 医療法人社団　山手会〒153-0051 金属床による総義歯の提供

　アトラスタワーデン目黒区上目黒一丁目２６番１号　       （金属総義歯）第  9761号                徴収開始年月日：平成25年 2月 1日
タルクリニック 中目黒アトラスタワー２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           250,000    250,000    
          04:チタン                                             250,000    250,000    
          01:白金                                               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  3444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      1,050          
          02:小窩裂溝填塞      1,050          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10,4845,3 西岡歯科医院 〒152-0035 金属床による総義歯の提供

目黒区自由が丘一丁目１３番１４       （金属総義歯）第  9576号                徴収開始年月日：平成23年 2月 1日
号　自由が丘スカイビル３０３号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

                                バイタリウム                    300,000    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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    176

10,4846,1 おちあい歯科クリニッ〒152-0011 金属床による総義歯の提供
ク 目黒区原町一丁目６番３号　三愛       （金属総義歯）第  9583号                徴収開始年月日：平成23年 5月 2日

コーポ１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           367,500    315,000    
          04:チタン                                             420,000    367,500    
          02:金                                                 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  3341号                  徴収開始年月日：平成23年 5月 2日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,575          
          02:小窩裂溝填塞      1,575          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10,4853,7 コスモス歯科 〒153-0051 金属床による総義歯の提供

目黒区上目黒五丁目１７番１７号       （金属総義歯）第  9802号                徴収開始年月日：平成25年11月18日
　上目黒ハイム１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           250,000               
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10,4855,2 あおい歯科 〒152-0004 金属床による総義歯の提供

目黒区鷹番三丁目８番３号　吉田       （金属総義歯）第  9638号                徴収開始年月日：平成23年 9月 1日
ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          02:金                                                 420,000    420,000    
          03:コバルト                                           210,000    210,000    
          04:チタン                                             315,000    315,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  3369号                  徴収開始年月日：平成23年 9月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      3,150          
          02:小窩裂溝填塞      3,150          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10,4858,6 城南歯科医院 〒152-0012 金属床による総義歯の提供

目黒区洗足二丁目２７番１０号       （金属総義歯）第  9644号                徴収開始年月日：平成23年11月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           157,500    157,500    
          02:金                                                 315,000    315,000    
          04:チタン                                             315,000    315,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  3374号                  徴収開始年月日：平成23年11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      2,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10,4865,1 こばやし歯科クリニッ〒153-0042 金属床による総義歯の提供

ク 目黒区青葉台一丁目１２番１号　       （金属総義歯）第  9699号                徴収開始年月日：平成24年 3月21日
青葉台１１２１　Ｃ号室           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           385,000    385,000    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    177

10,4866,9 よこや歯科 〒153-0061 金属床による総義歯の提供
目黒区中目黒一丁目１１番１２号       （金属総義歯）第  9690号                徴収開始年月日：平成24年 4月 1日
　手塚ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          01:白金                                               630,000    630,000    
          03:コバルト                                           315,000    315,000    
          04:チタン                                             367,500    367,500    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  3406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      1,050          
          02:小窩裂溝填塞      1,575          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10,4878,4 あさの歯科クリニック〒152-0032 う蝕に罹患している患者の指導管理

目黒区平町一丁目２６番１６号　       （う蝕管理）第  3454号                  徴収開始年月日：平成25年 4月 1日
栗山ビル３０１号           継続管理種類  　      価格

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10,4881,8 医療法人社団　ＨＡＹ〒153-0064 う蝕に罹患している患者の指導管理

Ｋ　村越歯科医院 目黒区下目黒二丁目２０番２５号       （う蝕管理）第  3452号                  徴収開始年月日：平成25年 4月 1日
第一丸栄ビル１階           継続管理種類  　      価格

          01:フッ化物局所        315          
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10,4894,1 医療法人社団　友伸会〒152-0035 金属床による総義歯の提供

　自由が丘マリクレー目黒区自由が丘一丁目９番３号　       （金属総義歯）第  9814号                徴収開始年月日：平成26年 2月 1日
プ歯科 自由が丘第二ビル３階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          02:金                                                 420,000    420,000    
          03:コバルト                                           210,000    210,000    
          04:チタン                                             315,000    315,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  3469号                  徴収開始年月日：平成26年 2月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      3,150          
          02:小窩裂溝填塞      3,150          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10,4923,8 祐天寺えいしん歯科 〒153-0052 金属床による総義歯の提供

目黒区祐天寺二丁目２０番９号　       （金属総義歯）第  9901号                徴収開始年月日：平成27年 6月 1日
三橋ビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           270,000    270,000    
          04:チタン                                             378,000    378,000    
          01:白金                                               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  3506号                  徴収開始年月日：平成27年 6月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,620          
          02:小窩裂溝填塞      1,620          



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    178

10,4924,6 目黒オアシス歯科クリ〒153-0065 う蝕に罹患している患者の指導管理
ニック 目黒区中町一丁目４１番７号　イ       （う蝕管理）第  3507号                  徴収開始年月日：平成27年 6月 1日

ニシアイオ目黒学芸大学Ⅱ　１階           継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      2,160          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10,4933,7 ｎｉｃｏキッズデンタ〒152-0022 金属床による総義歯の提供

ルクリニック 目黒区柿の木坂一丁目３２番１２       （金属総義歯）第  9935号                徴収開始年月日：平成28年 4月 1日
号　大宮糧食工業株式会社社屋　           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
１階店舗           03:コバルト                                           350,000    350,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11,4281,9 木村歯科医院 〒146-0095 金属床による総義歯の提供

大田区多摩川一丁目３番１７号       （金属総義歯）第  2099号                徴収開始年月日：平成 6年10月 3日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11,4408,8 堺歯科医院 〒146-0094 金属床による総義歯の提供

大田区東矢口二丁目１４番１５号       （金属総義歯）第  2126号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11,4484,9 山村歯科医院 〒146-0085 金属床による総義歯の提供

大田区久が原四丁目２番１５号       （金属総義歯）第  2130号                徴収開始年月日：平成 6年 7月 7日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11,4493,0 笹原歯科医院 〒144-0043 金属床による総義歯の提供

大田区羽田五丁目１番７号       （金属総義歯）第  2131号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           220,000               

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11,4498,9 土橋歯科医院 〒143-0016 金属床による総義歯の提供

大田区大森北六丁目２７番１３号       （金属総義歯）第  2132号                徴収開始年月日：平成 6年 8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  1253号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月14日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11,4503,6 岩澤歯科診療所 〒143-0023 金属床による総義歯の提供

大田区山王四丁目２３番１７号       （金属総義歯）第  2134号                徴収開始年月日：平成 6年 8月30日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11,4507,7 和久歯科医院 〒144-0043 金属床による総義歯の提供

大田区羽田二丁目５番１号       （金属総義歯）第  2135号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11,4537,4 小山内歯科医院 〒145-0064 金属床による総義歯の提供

大田区上池台三丁目３５番１５号       （金属総義歯）第  2142号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    179

11,4555,6 川島歯科医院 〒143-0015 金属床による総義歯の提供
大田区大森西二丁目８番３号　千       （金属総義歯）第  2147号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
葉ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11,4592,9 医療法人財団　同生会〒144-0055 金属床による総義歯の提供

　小川歯科医院 大田区仲六郷二丁目１３番５号       （金属総義歯）第  2156号                徴収開始年月日：平成 6年 7月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           231,000    231,000    
          04:チタン                                             315,000    315,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11,4634,9 小沼歯科医院 〒143-0023 金属床による総義歯の提供

大田区山王二丁目１番６号　キャ       （金属総義歯）第  2160号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
ビックビル７階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          01:白金                                               530,000    530,000    
          04:チタン                                             370,000    370,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11,4668,7 藤本歯科医院 〒146-0085 金属床による総義歯の提供

大田区久が原四丁目３９番８号       （金属総義歯）第  2167号                徴収開始年月日：平成 6年 7月 3日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11,4698,4 蒲原歯科医院 〒144-0051 金属床による総義歯の提供

大田区西蒲田八丁目２３番８号　       （金属総義歯）第  2176号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
柴ビル３階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11,4708,1 和智歯科医院 〒145-0064 金属床による総義歯の提供

大田区上池台一丁目３４番２５号       （金属総義歯）第  7408号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   432号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11,4710,7 大柳歯科 〒146-0082 金属床による総義歯の提供

大田区池上六丁目４番１８号　ブ       （金属総義歯）第  2180号                徴収開始年月日：平成 7年 2月20日
リックタウン小林２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           280,000    280,000    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11,4726,3 細野歯科クリニック 〒143-0016 金属床による総義歯の提供

大田区大森北一丁目１番１０号　       （金属総義歯）第  2185号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
朝日生命大森ビル７階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   479号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11,4743,8 寺野歯科医院 〒144-0047 金属床による総義歯の提供

大田区萩中一丁目６番１７号　広       （金属総義歯）第  2190号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
沢ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    180

11,4745,3 井原歯科 〒146-0094 金属床による総義歯の提供
大田区東矢口一丁目１８番１号　       （金属総義歯）第  2192号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
石川ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11,4747,9 エイト大森歯科 〒143-0011 金属床による総義歯の提供

大田区大森本町一丁目２番６号　       （金属総義歯）第  6401号                徴収開始年月日：平成 7年 8月 1日
エイト大森３０１号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11,4757,8 森歯科医院 〒144-0051 金属床による総義歯の提供

大田区西蒲田七丁目５０番２号　       （金属総義歯）第  2194号                徴収開始年月日：平成 6年 6月30日
ロイヤルハイツ１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11,4759,4 西濱歯科医院 〒144-0055 金属床による総義歯の提供

大田区仲六郷二丁目２４番１０号       （金属総義歯）第  2196号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
　楽々ビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11,4767,7 エルザ歯科クリニック〒143-0015 う蝕に罹患している患者の指導管理

大田区大森西五丁目６番３号       （う蝕管理）第   669号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11,4781,8 高橋歯科クリニック 〒143-0016 金属床による総義歯の提供

大田区大森北一丁目２６番１５号       （金属総義歯）第  2198号                徴収開始年月日：平成 6年 6月14日
　リレント大森１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11,4786,7 三浦歯科医院 〒145-0062 う蝕に罹患している患者の指導管理

大田区北千束三丁目１５番１号       （う蝕管理）第  1004号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11,4790,9 神田歯科医院 〒144-0052 金属床による総義歯の提供

大田区蒲田五丁目１１番９号　蒲       （金属総義歯）第  2202号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
田会館ビル３階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   612号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11,4800,6 高岡歯科医院 〒144-0047 金属床による総義歯の提供

大田区萩中二丁目９番１６号　シ       （金属総義歯）第  2203号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
ティコープ萩中１１２           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11,4803,0 佐々木歯科医院 〒144-0033 金属床による総義歯の提供

大田区東糀谷一丁目１２番２３号       （金属総義歯）第  2204号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    181

11,4804,8 団歯科医院 〒144-0034 金属床による総義歯の提供
大田区西糀谷一丁目１３番１４号       （金属総義歯）第  2206号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   626号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11,4806,3 星野歯科医院 〒146-0095 金属床による総義歯の提供

大田区多摩川一丁目３４番２０号       （金属総義歯）第  2207号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11,4819,6 岩田歯科医院 〒144-0034 金属床による総義歯の提供

大田区西糀谷三丁目７番３号       （金属総義歯）第  2211号                徴収開始年月日：平成 6年 6月27日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11,4827,9 佐野歯科医院 〒144-0055 金属床による総義歯の提供

大田区仲六郷二丁目７番１１号       （金属総義歯）第  2213号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11,4828,7 富山歯科クリニック 〒144-0032 金属床による総義歯の提供

大田区北糀谷一丁目２０番５号　       （金属総義歯）第  2214号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
富山ビル           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11,4839,4 篠崎デンタルクリニッ〒143-0026 う蝕に罹患している患者の指導管理

ク 大田区西馬込二丁目２０番５号　       （う蝕管理）第   789号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
グローイングビル２階           継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11,4841,0 小池歯科医院 〒143-0021 金属床による総義歯の提供

大田区北馬込二丁目４番３号       （金属総義歯）第  9567号                徴収開始年月日：平成23年 2月24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    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  3330号                  徴収開始年月日：平成23年 2月24日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      3,150          
          02:小窩裂溝填塞      2,100          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11,4843,6 佐久間歯科医院 〒144-0051 金属床による総義歯の提供

大田区西蒲田五丁目１８番１９号       （金属総義歯）第  2218号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11,4853,5 笠井歯科医院 〒144-0033 金属床による総義歯の提供

大田区東糀谷五丁目１６番２５号       （金属総義歯）第  2223号                徴収開始年月日：平成 7年 7月18日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    182

11,4860,0 川名部歯科医院 〒144-0034 金属床による総義歯の提供
大田区西糀谷四丁目２１番４号　       （金属総義歯）第  2224号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
糀谷Ｔビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11,4872,5 増川歯科医院 〒146-0095 金属床による総義歯の提供

大田区多摩川一丁目２５番９号　       （金属総義歯）第  2227号                徴収開始年月日：平成 6年 6月28日
田中ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11,4876,6 長谷川歯科クリニック〒143-0025 金属床による総義歯の提供

大田区南馬込五丁目１８番１１号       （金属総義歯）第  2229号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
　ハイツ大和１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11,4882,4 いわさき歯科医院 〒145-0065 金属床による総義歯の提供

大田区東雪谷三丁目１８番１２号       （金属総義歯）第  2231号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
　希望ヶ丘ハイツ１０１           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   723号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11,4885,7 染谷歯科医院 〒143-0016 金属床による総義歯の提供

大田区大森北六丁目２番５号　大       （金属総義歯）第 22232号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
塚ビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1040号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11,4886,5 ナカムラデンタルクリ〒143-0013 金属床による総義歯の提供

ニック 大田区大森南二丁目１１番４号　       （金属総義歯）第  2233号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
ＮＤＬハイム１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          01:白金                                               288,750    288,750    
          02:金                                                 215,250    215,250    
          03:コバルト                                           173,250    173,250    
          04:チタン                                             215,250    215,250    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   603号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      4,000          
          02:小窩裂溝填塞      3,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11,4887,3 服部歯科医院 〒144-0052 金属床による総義歯の提供

大田区蒲田二丁目１７番１４号       （金属総義歯）第  2234号                徴収開始年月日：平成 6年 6月10日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                                      150,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11,4893,1 粂川歯科医院 〒145-0073 金属床による総義歯の提供

大田区北嶺町１１番１１号　池田       （金属総義歯）第  2237号                徴収開始年月日：平成 6年10月 1日
ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    183

11,4894,9 小林歯科医院 〒144-0034 金属床による総義歯の提供
大田区西糀谷三丁目１２番４号       （金属総義歯）第  2238号                徴収開始年月日：平成 6年 6月30日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11,4897,2 近江歯科医院 〒145-0064 金属床による総義歯の提供

大田区上池台四丁目３０番１２号       （金属総義歯）第  2240号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   726号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11,4902,0 林歯科医院 〒144-0051 金属床による総義歯の提供

大田区西蒲田六丁目３１番７号       （金属総義歯）第  2242号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   956号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11,4905,3 稲葉歯科医院 〒144-0052 金属床による総義歯の提供

大田区蒲田一丁目２番１９号       （金属総義歯）第  2243号                徴収開始年月日：平成 6年 7月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           260,000    260,000    
          04:チタン                                             360,000    360,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11,4906,1 酒井歯科医院 〒146-0083 金属床による総義歯の提供

大田区千鳥一丁目２１番４号　ロ       （金属総義歯）第  2244号                徴収開始年月日：平成 6年 6月18日
イヤルプラザ２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           262,500    262,500    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   852号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11,4918,6 塩田歯科医院 〒146-0093 金属床による総義歯の提供

大田区矢口三丁目４番２号       （金属総義歯）第  2248号                徴収開始年月日：平成 6年 7月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11,4923,6 小林歯科 〒144-0046 金属床による総義歯の提供

大田区東六郷一丁目３番１１号       （金属総義歯）第  2249号                徴収開始年月日：平成 6年 6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                                             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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    184

11,4941,8 医療法人社団　真生会〒145-0071 金属床による総義歯の提供
　スギヤマ歯科クリニ大田区田園調布二丁目４５番９号       （金属総義歯）第  2255号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
ック 　高橋ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1332号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11,4943,4 あらい歯科クリニック〒145-0071 う蝕に罹患している患者の指導管理

大田区田園調布一丁目１１番１０       （う蝕管理）第  1203号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
号　ソーラー田園２０１号           継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11,4947,5 足立歯科医院 〒143-0013 金属床による総義歯の提供

大田区大森南三丁目３０番１４号       （金属総義歯）第  2258号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1293号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11,4948,3 柴崎歯科医院 〒145-0062 金属床による総義歯の提供

大田区北千束三丁目２８番１３号       （金属総義歯）第  9868号                徴収開始年月日：平成26年 4月 1日
　サンヒルズビル３階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          04:チタン                                             310,000    310,000    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11,4953,3 とくもち歯科 〒146-0082 金属床による総義歯の提供

大田区池上七丁目１４番９号       （金属総義歯）第  2263号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   180号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11,4954,1 医療法人社団　仁慈会〒143-0012 予約に基づく診察

　クラジ歯科医院 大田区大森東一丁目３５番４号　       （予約診察）第     1号                  徴収開始年月日：平成19年 9月 6日
コーシャハイム大森東団地４号棟           診療科      予約料     予約料     予約料     予約料     予約料
１０１号           53:小歯      1,050                                              

          54:歯外      1,050                                              
          51:歯        1,050                                              
金属床による総義歯の提供
      （金属総義歯）第  2264号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           210,000               
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  3051号                  徴収開始年月日：平成 9年 4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      3,150          

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    185

11,4956,6 井田歯科医院 〒144-0052 金属床による総義歯の提供
大田区蒲田五丁目２８番７号       （金属総義歯）第  2265号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11,4965,7 中村歯科医院 〒145-0074 金属床による総義歯の提供

大田区東嶺町４４番９号　三松ス       （金属総義歯）第  2268号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
クエアガーデン２０１号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           231,000    231,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1005号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11,4968,1 荒木歯科医院 〒143-0021 う蝕に罹患している患者の指導管理

大田区北馬込二丁目３２番１号　       （う蝕管理）第  1291号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
スカイヒルマンション１階           継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11,4971,5 つづき歯科医院 〒144-0033 金属床による総義歯の提供

大田区東糀谷二丁目１４番２１号       （金属総義歯）第  2269号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
　アーバンライフ大鳥居２０１号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11,4972,3 六間堀歯科医院 〒144-0043 金属床による総義歯の提供

大田区羽田四丁目１８番１２号       （金属総義歯）第  2270号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11,4976,4 服部歯科医院 〒143-0012 金属床による総義歯の提供

大田区大森東一丁目３番８号       （金属総義歯）第  2272号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   156号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11,4979,8 鈴木歯科医院 〒146-0092 金属床による総義歯の提供

大田区下丸子三丁目１５番８号       （金属総義歯）第  2274号                徴収開始年月日：平成 6年 7月20日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11,4981,4 すずき歯科 〒143-0016 金属床による総義歯の提供

大田区大森北一丁目１９番９号　       （金属総義歯）第  2275号                徴収開始年月日：平成 6年 6月15日
ユーハイム２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1108号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11,4982,2 南部歯科 〒145-0065 う蝕に罹患している患者の指導管理

大田区東雪谷二丁目１７番１号　       （う蝕管理）第   824号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
グランデイ雪谷２階           継続管理種類  　      価格

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    186

11,4996,2 島田歯科医院 〒144-0051 金属床による総義歯の提供
大田区西蒲田五丁目１９番９号       （金属総義歯）第  2280号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第    16号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11,7002,6 昭和大学歯科病院 〒145-0062     22入院医療に係る特別の療養環境の提供

大田区北千束二丁目１番１号       （入療養提供）第    67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                       2     19,440        
          02:２人室                     4      5,400        
          03:３人室                     6                   
          04:４人室                     4                   
          05:５人室以上                 6                   
          全許可病床数       22床  費用徴収病床数        6床  割合 27.3％
金属床による総義歯の提供
      （金属総義歯）第  9904号                徴収開始年月日：平成27年 9月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          01:白金                                               734,400    734,400    
          02:金                                                 734,400    734,400    
          03:コバルト                                           356,400    356,400    
          04:チタン                                             410,400    410,400    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   633号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11,8007,4 河野歯科医院 〒146-0091 金属床による総義歯の提供

大田区鵜の木三丁目１９番１７号       （金属総義歯）第  2284号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1356号                  徴収開始年月日：平成 9年 5月 1日
          継続管理種類  　      価格

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    187

11,8015,7 医療法人社団　仁慈会〒144-0035 予約に基づく診察
　テクノポートデンタ大田区南蒲田二丁目１６番１号　       （予約診察）第     2号                  徴収開始年月日：平成19年 9月 6日
ルクリニック テクノポートカマタトキメックビ           診療科      予約料     予約料     予約料     予約料     予約料

ルディング別館２階           53:小歯      1,050                                              
          51:歯        1,050                                              
金属床による総義歯の提供
      （金属総義歯）第  2286号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           262,500    262,500    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  3052号                  徴収開始年月日：平成 9年 4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      3,150          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11,8018,1 医療法人社団　健寧会〒144-0052 金属床による総義歯の提供

　安田歯科医院 大田区蒲田五丁目１６番９号　第       （金属総義歯）第  2287号                徴収開始年月日：平成 6年 7月 1日
一川田ビル３階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11,8019,9 なかい歯科 〒145-0073 金属床による総義歯の提供

大田区北嶺町１０番１２号　田中       （金属総義歯）第  2288号                徴収開始年月日：平成 6年 7月25日
ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1406号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月21日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11,8023,1 佐藤歯科医院 〒145-0066 金属床による総義歯の提供

大田区南雪谷二丁目１４番７号       （金属総義歯）第  2289号                徴収開始年月日：平成 6年 7月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   257号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11,8025,6 セントラルビル歯科ク〒143-0016 金属床による総義歯の提供

リニック 大田区大森北一丁目１４番５号　       （金属総義歯）第  2290号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
セントラルビル３階１０３号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11,8026,4 小宮歯科医院 〒145-0073 金属床による総義歯の提供

大田区北嶺町３１番１６号       （金属総義歯）第 22691号                徴収開始年月日：平成 6年 6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  1089号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    188

11,8042,1 渡部歯科医院 〒145-0067 金属床による総義歯の提供
大田区雪谷大塚町８番１号　魚秀       （金属総義歯）第  2300号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11,8045,4 金子歯科医院 〒143-0015 金属床による総義歯の提供

大田区大森西二丁目２３番２０号       （金属総義歯）第  7022号                徴収開始年月日：平成10年 5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    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11,8046,2 中田歯科医院 〒144-0056 金属床による総義歯の提供

大田区西六郷二丁目３８番１号       （金属総義歯）第  2301号                徴収開始年月日：平成 6年 6月27日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11,8049,6 矢木歯科医院 〒144-0031 金属床による総義歯の提供

大田区東蒲田二丁目２３番２号       （金属総義歯）第  2304号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11,8052,0 依田歯科医院 〒146-0093 金属床による総義歯の提供

大田区矢口一丁目１６番１４号       （金属総義歯）第  2307号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          01:白金                                                          500,000    
          03:コバルト                                           400,000    400,000    
          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    98号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11,8054,6 野原歯科医院 〒146-0092 金属床による総義歯の提供

大田区下丸子四丁目２６番６号       （金属総義歯）第  2306号                徴収開始年月日：平成 6年 7月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11,8056,1 池田歯科医院 〒143-0016 金属床による総義歯の提供

大田区大森北六丁目１４番１０号       （金属総義歯）第 22309号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   428号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11,8058,7 たんげ歯科医院 〒145-0066 金属床による総義歯の提供

大田区南雪谷二丁目１３番１１号       （金属総義歯）第  2310号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11,8062,9 ドエル小笠原デンタル〒144-0034 金属床による総義歯の提供

クリニック 大田区西糀谷二丁目２１番２号　       （金属総義歯）第  2312号                徴収開始年月日：平成 6年 7月 1日
ドエル小笠原           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    189

11,8068,6 金子歯科医院 〒146-0084 金属床による総義歯の提供
大田区南久が原二丁目１番８号       （金属総義歯）第  2315号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11,8069,4 新谷歯科医院 〒146-0082 金属床による総義歯の提供

大田区池上一丁目２７番１２号　       （金属総義歯）第  2316号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
ニイヤビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  3082号                  徴収開始年月日：平成19年11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      1,050          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11,8071,0 水沼歯科医院 〒143-0024 金属床による総義歯の提供

大田区中央七丁目２番１号　高垣       （金属総義歯）第  6761号                徴収開始年月日：平成 6年 6月28日
ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11,8082,7 菊池歯科医院 〒144-0054 金属床による総義歯の提供

大田区新蒲田三丁目６番１６号　       （金属総義歯）第  2322号                徴収開始年月日：平成 6年 7月 1日
グレイスコート多摩川１０３号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   242号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11,8087,6 医療法人社団　仁志会〒146-0091 う蝕に罹患している患者の指導管理

　大志歯科医院 大田区鵜の木二丁目１６番８号　       （う蝕管理）第  1141号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
Ｍビル２階           継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11,8089,2 ながい歯科医院 〒144-0055 金属床による総義歯の提供

大田区仲六郷二丁目２１番１０号       （金属総義歯）第  2327号                徴収開始年月日：平成 6年 6月20日
　小澤ビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11,8092,6 針ケ谷歯科クリニック〒143-0016 金属床による総義歯の提供

大田区大森北一丁目２９番１６号       （金属総義歯）第  2328号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 2日
　イノマタビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   480号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11,8093,4 由井歯科医院 〒144-0052 金属床による総義歯の提供

大田区蒲田四丁目４３番１２号       （金属総義歯）第  2329号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    190

11,8096,7 医療法人社団　良真会〒144-0035 金属床による総義歯の提供
　倉沢歯科医院 大田区南蒲田一丁目３番１４号　       （金属総義歯）第  2331号                徴収開始年月日：平成 6年 6月24日

第二クリーンコーポ           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1450号                  徴収開始年月日：平成 9年 5月10日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11,8101,5 コウノ歯科 〒146-0083 金属床による総義歯の提供

大田区千鳥三丁目１４番１１号       （金属総義歯）第  2335号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11,8107,2 神田歯科医院 〒145-0071 金属床による総義歯の提供

大田区田園調布一丁目２２番１７       （金属総義歯）第  2336号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1330号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11,8108,0 医療法人社団　保歯会〒143-0024 う蝕に罹患している患者の指導管理

　梅本歯科医院 大田区中央四丁目３４番２号       （う蝕管理）第  1411号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11,8112,2 古屋歯科クリニック 〒143-0015 金属床による総義歯の提供

大田区大森西六丁目１５番２２号       （金属総義歯）第  9617号                徴収開始年月日：平成23年 8月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           600,000    600,000    
          04:チタン                                             700,000    700,000    
          01:白金                                               850,000    850,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11,8113,0 増川歯科医院 〒146-0094 金属床による総義歯の提供

大田区東矢口三丁目１５番１６号       （金属総義歯）第  2338号                徴収開始年月日：平成 6年 6月30日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11,8114,8 雪ヶ谷歯科 〒145-0067 金属床による総義歯の提供

大田区雪谷大塚町１０番２号　Ｋ       （金属総義歯）第  2339号                徴収開始年月日：平成 6年 6月29日
２　３階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11,8117,1 医療法人社団　一樹会〒144-0047 金属床による総義歯の提供

　くろいわ歯科医院 大田区萩中三丁目７番１号　金井       （金属総義歯）第  6508号                徴収開始年月日：平成 8年12月20日
ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11,8119,7 並木歯科医院 〒145-0065 金属床による総義歯の提供

大田区東雪谷三丁目２２番９号       （金属総義歯）第  2343号                徴収開始年月日：平成 6年 8月23日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    191

11,8130,4 大森東歯科クリニック〒143-0012 金属床による総義歯の提供
大田区大森東五丁目２１番３号　       （金属総義歯）第  2348号                徴収開始年月日：平成 6年11月 1日
平林コーポ１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11,8131,2 医療法人社団　足羽会〒143-0023 金属床による総義歯の提供

　松川歯科医院 大田区山王三丁目３１番５号　坂       （金属総義歯）第  2349号                徴収開始年月日：平成 7年 5月 1日
田ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          04:チタン                                             300,000    300,000    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11,8132,0 後藤歯科 〒146-0092 金属床による総義歯の提供

大田区下丸子三丁目２７番９号       （金属総義歯）第  2350号                徴収開始年月日：平成 6年 9月16日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11,8133,8 金子歯科 〒144-0035 金属床による総義歯の提供

大田区南蒲田三丁目９番４号       （金属総義歯）第  2351号                徴収開始年月日：平成 6年 9月 6日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11,8135,3 やまね歯科医院 〒145-0071 う蝕に罹患している患者の指導管理

大田区田園調布三丁目１４番１２       （う蝕管理）第  1334号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
号           継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11,8138,7 医療法人社団　茨の実〒145-0066 金属床による総義歯の提供

　阿部歯科医院 大田区南雪谷二丁目２番７号       （金属総義歯）第  2352号                徴収開始年月日：平成 7年 4月18日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1500号                  徴収開始年月日：平成 9年 5月 6日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11,8142,9 カナワ歯科医院 〒144-0056 金属床による総義歯の提供

大田区西六郷三丁目１５番８号       （金属総義歯）第  2353号                徴収開始年月日：平成 7年 6月12日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1448号                  徴収開始年月日：平成 9年 5月 7日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11,8143,7 三晃歯科医院 〒144-0051 金属床による総義歯の提供

大田区西蒲田七丁目４５番６号       （金属総義歯）第  2354号                徴収開始年月日：平成 7年 5月12日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11,8145,2 林歯科医院 〒146-0092 金属床による総義歯の提供

大田区下丸子二丁目１番１８号       （金属総義歯）第  2355号                徴収開始年月日：平成 7年 1月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    192

11,8146,0 森山歯科医院 〒146-0085 金属床による総義歯の提供
大田区久が原二丁目８番８号       （金属総義歯）第  2356号                徴収開始年月日：平成 7年 4月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
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 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11,8151,0 稲垣歯科医院 〒146-0082 金属床による総義歯の提供

大田区池上五丁目７番７号       （金属総義歯）第  2359号                徴収開始年月日：平成 7年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11,8155,1 八代歯科医院 〒144-0056 金属床による総義歯の提供

大田区西六郷三丁目５番９号       （金属総義歯）第  2360号                徴収開始年月日：平成 7年 6月 9日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1521号                  徴収開始年月日：平成 9年 5月15日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11,8160,1 ムサシノ歯科 〒145-0071 金属床による総義歯の提供

大田区田園調布一丁目５２番８号       （金属総義歯）第  2361号                徴収開始年月日：平成13年 7月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           180,000               
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1336号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11,8161,9 田口歯科医院 〒145-0067 金属床による総義歯の提供

大田区雪谷大塚町１１番９号　ス       （金属総義歯）第  7302号                徴収開始年月日：平成11年 2月12日
トークストラーダ雪ケ谷１０２           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11,8162,7 医療法人社団　森和会〒143-0016 金属床による総義歯の提供

　森歯科医院 大田区大森北一丁目１１番１８号       （金属総義歯）第  2362号                徴収開始年月日：平成 7年10月 1日
　大森ハウス２０１           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    420,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   831号                  徴収開始年月日：平成 9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      3,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11,8164,3 はなわ歯科医院 〒144-0031 金属床による総義歯の提供

大田区東蒲田一丁目１３番１１号       （金属総義歯）第  6111号                徴収開始年月日：平成 8年 2月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1247号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    193

11,8165,0 医療法人社団　八雲会〒144-0045 金属床による総義歯の提供
　南六郷歯科クリニッ大田区南六郷三丁目８番１４号　       （金属総義歯）第  6261号                徴収開始年月日：平成 8年 6月 1日
ク ＴＡビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

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 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11,8167,6 山田歯科医院 〒144-0043 金属床による総義歯の提供

大田区羽田一丁目５番１５号       （金属総義歯）第  6509号                徴収開始年月日：平成 8年12月20日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   544号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11,8169,2 田園調布二丁目歯科ク〒145-0071 う蝕に罹患している患者の指導管理

リニック 大田区田園調布二丁目５０番２号       （う蝕管理）第  1295号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11,8172,6 医療法人社団　正松会〒144-0051 う蝕に罹患している患者の指導管理

　潮田歯科医院 大田区西蒲田六丁目３３番１号　       （う蝕管理）第  1463号                  徴収開始年月日：平成 9年 6月 1日
１０１           継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11,8177,5 坂上歯科クリニック 〒144-0051 金属床による総義歯の提供

大田区西蒲田六丁目３番１２号       （金属総義歯）第  6336号                徴収開始年月日：平成 8年 7月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11,8178,3 渥美歯科医院 〒145-0062 金属床による総義歯の提供

大田区北千束二丁目１４番８号       （金属総義歯）第  6337号                徴収開始年月日：平成 8年 9月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11,8180,9 たなか矯正歯科クリニ〒146-0082 う蝕に罹患している患者の指導管理

ック 大田区池上七丁目６番１０号　ヴ       （う蝕管理）第   999号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
ィクトワール池上２０２           継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11,8181,7 とみた歯科クリニック〒143-0027 金属床による総義歯の提供

大田区中馬込二丁目１２番７号　       （金属総義歯）第  6510号                徴収開始年月日：平成 8年12月20日
コンフォート中馬込１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11,8182,5 服部歯科医院 〒144-0047 金属床による総義歯の提供

大田区萩中一丁目１番１６号       （金属総義歯）第  6511号                徴収開始年月日：平成 8年10月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1091号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    194

11,8188,2 望田歯科医院 〒146-0085 金属床による総義歯の提供
大田区久が原二丁目１７番１０号       （金属総義歯）第  6660号                徴収開始年月日：平成 9年 4月17日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1376号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月17日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11,8194,0 江川歯科医院 〒144-0051 金属床による総義歯の提供

大田区西蒲田七丁目６番８号       （金属総義歯）第  6714号                徴収開始年月日：平成 9年 6月 2日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11,8196,5 みきデンタルクリニッ〒145-0066 金属床による総義歯の提供

ク 大田区南雪谷二丁目１７番１０号       （金属総義歯）第  6716号                徴収開始年月日：平成 9年 6月 5日
　山水ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1574号                  徴収開始年月日：平成 9年 6月 5日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11,8203,9 伊藤歯科医院 〒143-0012 金属床による総義歯の提供

大田区大森東二丁目２９番１８号       （金属総義歯）第  6875号                徴収開始年月日：平成 9年10月25日
　コーポ伊藤１０１号室           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           262,500    262,500    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11,8210,4 山口歯科診療所 〒144-0052 金属床による総義歯の提供

大田区蒲田四丁目２９番１号　楓       （金属総義歯）第  7250号                徴収開始年月日：平成11年 2月 1日
葵ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           250,000    250,000    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11,8213,8 星デンタルクリニック〒145-0066 金属床による総義歯の提供

大田区南雪谷二丁目１５番８号　       （金属総義歯）第  6968号                徴収開始年月日：平成10年 2月 7日
リブモール雪が谷１０１号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           262,500    262,500    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11,8215,3 小原歯科医院 〒146-0085 金属床による総義歯の提供

大田区久が原二丁目２４番１号       （金属総義歯）第  6969号                徴収開始年月日：平成10年 3月10日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1770号                  徴収開始年月日：平成10年 3月 9日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11,8231,0 北川歯科クリニック 〒143-0015 金属床による総義歯の提供

大田区大森西二丁目１番７号       （金属総義歯）第  7211号                徴収開始年月日：平成10年 9月17日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1925号                  徴収開始年月日：平成10年 9月17日
          継続管理種類  　      価格



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    195

11,8235,1 医療法人社団　樹恵会〒144-0052 金属床による総義歯の提供
　アロマスクエア歯科大田区蒲田五丁目３７番１号　ア       （金属総義歯）第  7212号                徴収開始年月日：平成10年11月 9日
クリニック ロマスクエア３階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1915号                  徴収開始年月日：平成10年11月 9日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11,8236,9 医療法人社団　宏育会〒144-0052 金属床による総義歯の提供

　大津歯科医院 大田区蒲田五丁目４０番３号　月       （金属総義歯）第  7213号                徴収開始年月日：平成10年10月 7日
村ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          01:白金                                               840,000    840,000    
          02:金                                                 735,000    735,000    
          03:コバルト                                           525,000    525,000    
          04:チタン                                             630,000    630,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11,8240,1 徳植デンタルクリニッ〒143-0016 金属床による総義歯の提供

ク 大田区大森北四丁目１６番１１号       （金属総義歯）第  7252号                徴収開始年月日：平成10年12月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1938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      1,500          
          02:小窩裂溝填塞      1,500          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11,8248,4 ときた歯科クリニック〒144-0051 金属床による総義歯の提供

大田区西蒲田七丁目５０番５号　       （金属総義歯）第  7303号                徴収開始年月日：平成11年 4月 5日
クレメンシア２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1977号                  徴収開始年月日：平成11年 4月 5日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11,8252,6 医療法人社団　博仁会〒143-0024 金属床による総義歯の提供

　立石歯科医院 大田区中央四丁目３１番６号       （金属総義歯）第  7337号                徴収開始年月日：平成11年 5月19日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2002号                  徴収開始年月日：平成11年 5月19日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11,8259,1 浜田歯科医院 〒144-0047 金属床による総義歯の提供

大田区萩中二丁目７番１０号　エ       （金属総義歯）第  7452号                徴収開始年月日：平成11年 7月 2日
ストレアＨ２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2045号                  徴収開始年月日：平成11年 7月 2日
          継続管理種類  　      価格

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    196

11,8260,9 山本歯科医院 〒144-0052 金属床による総義歯の提供
大田区蒲田四丁目２３番１１号       （金属総義歯）第  7453号                徴収開始年月日：平成11年 7月 2日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          04:チタン                                             350,000    350,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11,8261,7 田所歯科医院 〒143-0001 金属床による総義歯の提供

大田区東海三丁目７番３号　東海       （金属総義歯）第  7454号                徴収開始年月日：平成11年 9月 1日
ビル６階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           262,500    262,500    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2052号                  徴収開始年月日：平成11年 9月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11,8265,8 医療法人社団　郁信会〒144-0052 金属床による総義歯の提供

　いくこ歯科医院 大田区蒲田一丁目２番５号　ビュ       （金属総義歯）第  7502号                徴収開始年月日：平成11年10月 1日
ーハイム１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2093号                  徴収開始年月日：平成11年10月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11,8268,2 尾﨑歯科医院 〒143-0023 金属床による総義歯の提供

大田区山王三丁目３０番６号       （金属総義歯）第  7539号                徴収開始年月日：平成11年11月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11,8270,8 医療法人社団　星宏会〒144-0052 金属床による総義歯の提供

　菅井歯科クリニック大田区蒲田五丁目９番１０号　大       （金属総義歯）第  7560号                徴収開始年月日：平成11年 5月 1日
月ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2116号                  徴収開始年月日：平成11年 5月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11,8272,4 ゆか歯科クリニック 〒146-0082 金属床による総義歯の提供

大田区池上六丁目１番２１号　フ       （金属総義歯）第  7600号                徴収開始年月日：平成12年 5月 1日
ォーラムビル２階２号室           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2154号                  徴収開始年月日：平成12年 5月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11,8277,3 医療法人社団　崇徳会〒144-0052 金属床による総義歯の提供

　医大通り歯科医院 大田区蒲田二丁目１８番２２号　       （金属総義歯）第  7641号                徴収開始年月日：平成12年 4月 1日
メゾンドフルール１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2173号                  徴収開始年月日：平成12年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    197

11,8278,1 医療法人社団　彩俊会〒144-0044 金属床による総義歯の提供
　おばま歯科医院 大田区本羽田一丁目６番１５号　       （金属総義歯）第  7601号                徴収開始年月日：平成12年 4月 1日

クローバーハイムⅡ１階Ｃ           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2157号                  徴収開始年月日：平成12年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11,8289,8 あずさわ歯科 〒146-0094 金属床による総義歯の提供

大田区東矢口三丁目１９番１０号       （金属総義歯）第  7770号                徴収開始年月日：平成12年 9月 2日
　第１５菊地ビルローリエ蓮沼１           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
階

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11,8298,9 神尾歯科医院 〒145-0062 金属床による総義歯の提供

大田区北千束一丁目４２番１号　       （金属総義歯）第  7794号                徴収開始年月日：平成12年10月31日
さか本大岡山本店ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2283号                  徴収開始年月日：平成12年11月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11,8300,3 福田歯科医院 〒143-0024 金属床による総義歯の提供

大田区中央八丁目３０番９号       （金属総義歯）第  7821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
          03:コバルト                                           262,500               
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2302号                  徴収開始年月日：平成12年10月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      2,100          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11,8302,9 大森北歯科 〒143-0016 金属床による総義歯の提供

大田区大森北五丁目４番１０号　       （金属総義歯）第  8308号                徴収開始年月日：平成15年 7月 1日
エバグリーン栗山１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          01:白金                                               630,000    630,000    
          02:金                                                 630,000    630,000    
          03:コバルト                                           262,500    262,500    
          04:チタン                                             420,000    420,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2551号                  徴収開始年月日：平成15年 7月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,050          
          02:小窩裂溝填塞      2,100          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11,8313,6 山村歯科医院 〒144-0054 金属床による総義歯の提供

大田区新蒲田三丁目３番２号       （金属総義歯）第  7859号                徴収開始年月日：平成13年 2月19日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2326号                  徴収開始年月日：平成13年 2月19日
          継続管理種類  　      価格



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    198

11,8333,4 小笠原歯科医院 〒143-0016 金属床による総義歯の提供
大田区大森北四丁目２番１２号　       （金属総義歯）第  8011号                徴収開始年月日：平成13年10月 1日
Ｋ１３ビル           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11,8342,5 岩田歯科クリニック 〒144-0055 金属床による総義歯の提供

大田区仲六郷二丁目２７番８号       （金属総義歯）第  8069号                徴収開始年月日：平成14年 3月20日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11,8348,2 まつもと歯科クリニッ〒143-0013 金属床による総義歯の提供

ク 大田区大森南三丁目２４番３号       （金属総義歯）第  8088号                徴収開始年月日：平成14年 5月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2436号                  徴収開始年月日：平成14年 5月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11,8355,7 医療法人社団　友伸会〒144-0034 金属床による総義歯の提供

　西糀谷歯科 大田区西糀谷一丁目２３番１６号       （金属総義歯）第  8169号                徴収開始年月日：平成14年 9月 1日
　クリセントマム１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2467号                  徴収開始年月日：平成14年 9月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11,8360,7 医療法人社団　創新会〒143-0011 金属床による総義歯の提供

　アプルビル歯科医院大田区大森本町二丁目２５番１号       （金属総義歯）第  8526号                徴収開始年月日：平成16年 7月 1日
　アプルビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11,8361,5 医療法人社団　池上駅〒146-0082 金属床による総義歯の提供

前歯科 大田区池上六丁目２番１７号　第       （金属総義歯）第  8204号                徴収開始年月日：平成14年10月 1日
２水口ビル３階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          02:金                                                 500,000    500,000    
          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  2482号                  徴収開始年月日：平成14年10月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      3,150          
          02:小窩裂溝填塞      3,150          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11,8378,9 イシヅカデンタルオフ〒143-0016 金属床による総義歯の提供

ィス 大田区大森北一丁目１０番７号       （金属総義歯）第  8329号                徴収開始年月日：平成15年 8月 6日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2559号                  徴収開始年月日：平成15年 8月 6日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      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

[　　　　　　　　 現在 作成         頁

報告内容医療機関番号

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    199

11,8381,3 医療法人　みさき歯科〒145-0071 う蝕に罹患している患者の指導管理
医院　みさき歯科室 大田区田園調布三丁目４２番１４       （う蝕管理）第  2514号                  徴収開始年月日：平成15年 5月 1日

号           継続管理種類  　      価格
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11,8382,1 大田歯科 〒143-0012 金属床による総義歯の提供

大田区大森東四丁目３番１１号　       （金属総義歯）第  8254号                徴収開始年月日：平成15年 3月21日
１階２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           262,500    262,500    
          04:チタン                                             283,500    283,500    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2503号                  徴収開始年月日：平成15年 3月21日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11,8387,0 下丸子パーク歯科クリ〒146-0092 金属床による総義歯の提供

ニック 大田区下丸子三丁目１２番４号　       （金属総義歯）第  8293号                徴収開始年月日：平成15年 7月 1日
岩井ビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2541号                  徴収開始年月日：平成15年 7月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11,8389,6 難波歯科医院 〒145-0067 金属床による総義歯の提供

大田区雪谷大塚町１３番１０号       （金属総義歯）第  8294号                徴収開始年月日：平成15年 5月31日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2542号                  徴収開始年月日：平成15年 5月31日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11,8392,0 伴場歯科医院 〒144-0034 金属床による総義歯の提供

大田区西糀谷四丁目１３番１０号       （金属総義歯）第  8319号                徴収開始年月日：平成15年 8月 1日
　ジョイシーズビル西糀谷２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2555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      2,100          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11,8400,1 医療法人社団　優鵠會〒144-0052 金属床による総義歯の提供

　オアシス歯科 大田区蒲田五丁目４７番７号　マ       （金属総義歯）第  8368号                徴収開始年月日：平成15年10月15日
ルエツかまた店２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2587号                  徴収開始年月日：平成15年10月15日
          継続管理種類  　      価格

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    200

11,8405,0 浜田歯科医院 〒144-0034 金属床による総義歯の提供
大田区西糀谷四丁目４番２５号       （金属総義歯）第  8396号                徴収開始年月日：平成15年12月11日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2597号                  徴収開始年月日：平成15年12月11日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11,8412,6 よねくら歯科医院 〒144-0034 金属床による総義歯の提供

大田区西糀谷四丁目１０番２号　       （金属総義歯）第  8425号                徴収開始年月日：平成16年 3月 1日
横山ビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11,8425,8 糀谷歯科医院 〒144-0034 金属床による総義歯の提供

大田区西糀谷四丁目１３番１６号       （金属総義歯）第  8490号                徴収開始年月日：平成16年 7月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2659号                  徴収開始年月日：平成16年 7月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11,8426,6 ゆりえ歯科 〒146-0093 金属床による総義歯の提供

大田区矢口二丁目１３番１号       （金属総義歯）第  8839号                徴収開始年月日：平成18年 5月 8日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                                      262,500    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11,8429,0 アイカ歯科医院 〒143-0022 金属床による総義歯の提供

大田区東馬込二丁目５番１７号       （金属総義歯）第  8505号                徴収開始年月日：平成16年 7月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2668号                  徴収開始年月日：平成16年 7月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11,8436,5 医療法人社団　誠明会〒146-0082 金属床による総義歯の提供

　しまずえ歯科医院 大田区池上四丁目１６番１４号　       （金属総義歯）第  8538号                徴収開始年月日：平成16年 9月 1日
１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           280,000    280,000    
          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  2684号                  徴収開始年月日：平成16年 9月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,500          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11,8438,1 西馬込駅前クリニック〒143-0025 金属床による総義歯の提供

大田区南馬込五丁目３９番８号       （金属総義歯）第  6760号                徴収開始年月日：平成 9年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    201

11,8447,2 内田歯科医院 〒143-0023 金属床による総義歯の提供
大田区山王二丁目２番７号　八景       （金属総義歯）第  8585号                徴収開始年月日：平成16年12月 1日
坂ビル５階           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  2710号                  徴収開始年月日：平成16年12月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11,8454,8 國分歯科 〒144-0051 金属床による総義歯の提供

大田区西蒲田七丁目２３番１１号       （金属総義歯）第  9852号                徴収開始年月日：平成26年 7月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          01:白金                                               720,000    720,000    
          02:金                                                 620,000    620,000    
          04:チタン                                             420,000    420,000    
          03:コバルト                                           260,000    260,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2732号                  徴収開始年月日：平成17年 3月20日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11,8467,0 番場歯科医院 〒146-0092 金属床による総義歯の提供

大田区下丸子一丁目６番２０号       （金属総義歯）第  8784号                徴収開始年月日：平成17年10月25日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11,8472,0 大森歯科クリニック 〒143-0016 金属床による総義歯の提供

大田区大森北一丁目１０番１２号       （金属総義歯）第  8796号                徴収開始年月日：平成18年 2月 1日
　ガーデンホーム大森１階２階           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  2823号                  徴収開始年月日：平成18年 2月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      3,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11,8480,3 医療法人社団　壮心会〒143-0016 金属床による総義歯の提供

　ウチダ歯科クリニッ大田区大森北三丁目５番３号　佐       （金属総義歯）第  8846号                徴収開始年月日：平成18年 4月 1日
ク 久間ビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2853号                  徴収開始年月日：平成18年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11,8482,9 ティースデンタルオフ〒143-0016 う蝕に罹患している患者の指導管理

ィス 大田区大森北一丁目１番５号　大       （う蝕管理）第  2882号                  徴収開始年月日：平成18年 6月 1日
東ビル１階１０２号室           継続管理種類  　      価格

          01:フッ化物局所      2,000          
          01:フッ化物局所      2,000          

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    202

11,8487,8 医療法人社団　治山会〒144-0051 金属床による総義歯の提供
　小山歯科 大田区西蒲田七丁目５番１３号　       （金属総義歯）第  8866号                徴収開始年月日：平成18年 5月 1日

森ビル５階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2870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      4,000          
          02:小窩裂溝填塞      1,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11,8493,6 のり歯科クリニック 〒143-0026 金属床による総義歯の提供

大田区西馬込二丁目１８番１５号       （金属総義歯）第  8930号                徴収開始年月日：平成18年 9月 1日
　第６シャルム西馬込１０１           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

                                バイタリウム                    350,000    300,000    
          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  2916号                  徴収開始年月日：平成18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      1,500          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11,8496,9 医療法人社団　三立会〒146-0083 金属床による総義歯の提供

　わかば歯科クリニッ大田区千鳥一丁目３番１１号       （金属総義歯）第  8947号                徴収開始年月日：平成18年 9月 1日
ク           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          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  2922号                  徴収開始年月日：平成18年 9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          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11,8499,3 カトウ歯科医院 〒143-0023 金属床による総義歯の提供

大田区山王一丁目４４番２号　ベ       （金属総義歯）第  8981号                徴収開始年月日：平成18年11月 1日
ルフローラ１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           350,000    350,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2942号                  徴収開始年月日：平成18年11月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,000          
          02:小窩裂溝填塞      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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    203

11,8500,8 小田歯科医院 〒144-0035 金属床による総義歯の提供
大田区南蒲田三丁目１番２６号       （金属総義歯）第  9029号                徴収開始年月日：平成19年 1月 4日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           250,000    250,000    
                                ＰＧＡ                          300,000    300,000    
          04:チタン                                             350,000    350,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2978号                  徴収開始年月日：平成19年 1月 4日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      5,000          
          02:小窩裂溝填塞      3,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11,8501,6 やまだ歯科口腔外科ク〒143-0023 金属床による総義歯の提供

リニック 大田区山王一丁目２６番２４号　       （金属総義歯）第  9054号                徴収開始年月日：平成19年 5月18日
東明山王マンション１０１           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           300,000    250,000    
          01:白金                                               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  2998号                  徴収開始年月日：平成19年 5月18日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      3,150          
          02:小窩裂溝填塞      2,100          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11,8503,2 斎藤歯科医院 〒145-0062 金属床による総義歯の提供

大田区北千束二丁目３１番７号       （金属総義歯）第  9055号                徴収開始年月日：平成19年 5月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           315,000    315,000    
          04:チタン                                             367,500    367,500    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2999号                  徴収開始年月日：平成19年 5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      1,500          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11,8506,5 医療法人社団　明啓会〒144-0045 金属床による総義歯の提供

　ヤマモトデンタルク大田区南六郷一丁目２８番１１号       （金属総義歯）第  9082号                徴収開始年月日：平成19年 4月 1日
リニック蒲田 　アパートメントトーホー１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           262,500    262,500    
          04:チタン                                             367,500    367,500    
          02:金                                                 525,000    525,000    

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    204

11,8510,7 新田歯科医院 〒146-0093 金属床による総義歯の提供
大田区矢口一丁目２９番６号       （金属総義歯）第  9106号                徴収開始年月日：平成19年 6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  3031号                  徴収開始年月日：平成19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      1,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11,8526,3 さとう歯科医院 〒144-0043 金属床による総義歯の提供

大田区羽田四丁目３番３号　１階       （金属総義歯）第  9179号                徴収開始年月日：平成19年11月 1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                                             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  3084号                  徴収開始年月日：平成19年11月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      3,150          
          02:小窩裂溝填塞      3,150          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11,8529,7 まきた歯科クリニック〒143-0023 金属床による総義歯の提供

大田区山王二丁目５番３号　伊川       （金属総義歯）第  9235号                徴収開始年月日：平成19年12月27日
ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

                                タイコニウム                    350,000    350,000    
          02:金                                                 400,000    400,000    
          04:チタン                                             450,000    450,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11,8532,1 西山歯科医院 〒143-0023 金属床による総義歯の提供

大田区山王一丁目２５番８号       （金属総義歯）第  9254号                徴収開始年月日：平成20年 2月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           300,000    300,000    
          01:白金                                               700,000    700,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11,8533,9 多摩川歯科クリニック〒144-0056 金属床による総義歯の提供

大田区西六郷四丁目２０番３号       （金属総義歯）第  9255号                徴収開始年月日：平成20年 4月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           250,000    250,000    
          01:白金                                               350,000    350,000    
          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  3136号                  徴収開始年月日：平成20年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      2,000          
          02:小窩裂溝填塞      1,000          

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    205

11,8536,2 味方尚之歯科診療室 〒144-0051 う蝕に罹患している患者の指導管理
大田区西蒲田七丁目６１番１号　       （う蝕管理）第  3440号                  徴収開始年月日：平成24年12月26日
東京蒲田文化会館２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      1,500          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11,8544,6 医療法人社団　和晃会〒144-0051 金属床による総義歯の提供

　クリーン歯科 大田区西蒲田七丁目６８番１号　       （金属総義歯）第  9837号                徴収開始年月日：平成26年 4月 1日
蒲田駅ビル西館９階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           270,000    270,000    
          04:チタン                                             378,000    378,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11,8556,0 高松歯科医院 〒145-0074 金属床による総義歯の提供

大田区東嶺町２７番７号       （金属総義歯）第  9373号                徴収開始年月日：平成20年12月 4日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          01:白金                                               650,000    650,000    
          04:チタン                                             450,000    450,000    
          03:コバルト                                           350,000    350,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11,8560,2 伊藤歯科医院 〒145-0071 う蝕に罹患している患者の指導管理

大田区田園調布二丁目５２番２号       （う蝕管理）第  3221号                  徴収開始年月日：平成21年 5月28日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      2,100          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11,8562,8 Ｍデンタルクリニック〒145-0063 金属床による総義歯の提供

大田区南千束三丁目６番６号       （金属総義歯）第  9395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
          03:コバルト                                           250,000    250,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11,8565,1 南馬込歯科医院 〒143-0025 金属床による総義歯の提供

大田区南馬込一丁目４５番１６号       （金属総義歯）第  9510号                徴収開始年月日：平成22年 7月20日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           262,500    262,500    
          04:チタン                                             367,500    367,500    
          02:金                                                 472,500    472,500    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  3233号                  徴収開始年月日：平成21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          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11,8591,7 山下歯科医院 〒145-0071 う蝕に罹患している患者の指導管理

大田区田園調布二丁目５１番３号       （う蝕管理）第  3362号                  徴収開始年月日：平成23年 8月26日
　鹿島第一ビル１階           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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    206

11,8596,6 タカバナ歯科 〒146-0091 金属床による総義歯の提供
大田区鵜の木二丁目１５番５号　       （金属総義歯）第  9563号                徴収開始年月日：平成23年 2月 1日
鵜ノ木ガーデン２１　１階           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    
          01:白金                                               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  3327号                  徴収開始年月日：平成23年 2月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      2,000          
          02:小窩裂溝填塞      1,500          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11,8597,4 永岡歯科クリニック 〒145-0065 金属床による総義歯の提供

大田区東雪谷二丁目１１番３号　       （金属総義歯）第  9564号                徴収開始年月日：平成23年 2月 1日
石川台マンション別館１０２           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           250,000    250,000    
          02:金                                                 400,000    400,000    
          04:チタン                                             350,000    350,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11,8601,4 医療法人社団　宣心会〒143-0016 金属床による総義歯の提供

　こころデンタルクリ大田区大森北一丁目８番２号　ジ       （金属総義歯）第  9584号                徴収開始年月日：平成23年 4月 1日
ニック ェイコア大森２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           250,000    250,000    
          04:チタン                                             350,000    350,000    
          02:金                                                 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  3346号                  徴収開始年月日：平成23年 5月10日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      3,000          
          02:小窩裂溝填塞        500          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11,8629,5 木嶋歯科 〒144-0034 金属床による総義歯の提供

大田区西糀谷三丁目３６番９号　       （金属総義歯）第  9730号                徴収開始年月日：平成24年 8月16日
ＫＤビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           300,000    300,000    
          04:チタン                                             350,000    350,000    
          01:白金                                               550,000    550,000    

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    207

11,8631,1 医療法人社団　孝雄会〒143-0015 金属床による総義歯の提供
　寒河江歯科診療所 大田区大森西七丁目５番１０号　       （金属総義歯）第  9742号                徴収開始年月日：平成24年10月 1日

１階           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    
          01:白金                                               700,000    500,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  3434号                  徴収開始年月日：平成24年10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      4,200          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11,8633,7 オレンジデンタルクリ〒146-0092 金属床による総義歯の提供

ニック 大田区下丸子三丁目１５番１０号       （金属総義歯）第  9805号                徴収開始年月日：平成25年11月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           300,000    300,000    
          01:白金                                               400,000    400,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11,8670,9 田園調布デンタルクリ〒145-0071 金属床による総義歯の提供

ニック 大田区田園調布二丁目５４番４号       （金属総義歯）第  9871号                徴収開始年月日：平成26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                                             350,000    350,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  3491号                  徴収開始年月日：平成26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          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11,8695,6 医療法人社団　雙葉会〒144-0052 金属床による総義歯の提供

　ふたば歯科クリニッ大田区蒲田四丁目１５番８号　シ       （金属総義歯）第  9952号                徴収開始年月日：平成27年 4月 1日
ク京急蒲田駅前院 ュロスバッカス３・４階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           350,000    350,000    
          04:チタン                                             420,000    420,000    
          02:金                                                 420,000    420,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  3535号                  徴収開始年月日：平成27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          

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    208

11,8709,5 さかえ歯科医院 〒144-0046 金属床による総義歯の提供
大田区東六郷二丁目１番５号       （金属総義歯）第  9921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
          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  3518号                  徴収開始年月日：平成28年 2月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11,8716,0 ひだまり歯科　プラス〒143-0014 金属床による総義歯の提供

キッズ 大田区大森中一丁目１４番１号　       （金属総義歯）第 10016号                徴収開始年月日：平成29年12月21日
ビカミングビル２階           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                                                 600,000    600,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11,8723,6 千鳥町デンタルオフィ〒146-0083 金属床による総義歯の提供

ス 大田区千鳥一丁目２１番２号　Ｔ       （金属総義歯）第  9983号                徴収開始年月日：平成29年 3月 8日
＆Ａネギシヤ１０１号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          04:チタン                                             648,000    648,000    
          03:コバルト                                           324,000    324,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11,8728,5 小倉デンタルクリニッ〒144-0052 う蝕に罹患している患者の指導管理

ク 大田区蒲田四丁目２３番１５号　       （う蝕管理）第  3546号                  徴収開始年月日：平成29年 1月 1日
ＮＪプレイス２階           継続管理種類  　      価格

          01:フッ化物局所      2,000          
          02:小窩裂溝填塞        500          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,4001,9 石川歯科医院 〒158-0091 金属床による総義歯の提供

世田谷区中町五丁目２０番４号       （金属総義歯）第  2363号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           270,000    270,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,4031,6 濱田歯科医院 〒156-0054 金属床による総義歯の提供

世田谷区桜丘五丁目１７番２号       （金属総義歯）第  2367号                徴収開始年月日：平成 7年10月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,4073,8 大出歯科医院 〒155-0031 金属床による総義歯の提供

世田谷区北沢五丁目４０番３号       （金属総義歯）第  2371号                徴収開始年月日：平成 6年 6月13日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,4105,8 川上歯科医院 〒158-0081 金属床による総義歯の提供

世田谷区深沢六丁目７番１２号       （金属総義歯）第  2375号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    209

12,4113,2 沢歯科医院 〒158-0086 金属床による総義歯の提供
世田谷区尾山台二丁目２４番１４       （金属総義歯）第  2378号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   450号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,4162,9 中田歯科医院 〒156-0043 金属床による総義歯の提供

世田谷区松原二丁目２９番１５号       （金属総義歯）第  2381号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,4186,8 窪田診療所歯科 〒154-0024 金属床による総義歯の提供

世田谷区三軒茶屋一丁目２番１５       （金属総義歯）第  2385号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,4376,5 横田歯科医院 〒157-0065 金属床による総義歯の提供

世田谷区上祖師谷五丁目９番１０       （金属総義歯）第  2414号                徴収開始年月日：平成 6年 7月 1日
号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,4377,3 歯科江藤 〒154-0002 金属床による総義歯の提供

世田谷区下馬三丁目３３番８号       （金属総義歯）第  2415号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,4380,7 月村歯科医院 〒155-0032 金属床による総義歯の提供

世田谷区代沢四丁目４２番８号       （金属総義歯）第  2398号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1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                                             300,000    300,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,4448,2 松阪歯科医院 〒156-0054 金属床による総義歯の提供

世田谷区桜丘三丁目２６番１３号       （金属総義歯）第  2425号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 8日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,4472,2 岩倉歯科医院 〒156-0055 金属床による総義歯の提供

世田谷区船橋三丁目１４番６号       （金属総義歯）第  2429号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,4509,1 小倉歯科医院 〒158-0086 金属床による総義歯の提供

世田谷区尾山台三丁目２６番１１       （金属総義歯）第  2435号                徴収開始年月日：平成 6年 6月13日
号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           300,000    300,000    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,4525,7 古賀歯科医院 〒154-0003 金属床による総義歯の提供

世田谷区野沢三丁目２３番２２号       （金属総義歯）第  2438号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    210

12,4534,9 髙橋歯科医院 〒156-0051 金属床による総義歯の提供
世田谷区宮坂二丁目１５番１１号       （金属総義歯）第  2439号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,4536,4 伊藤歯科医院 〒154-0011 金属床による総義歯の提供

世田谷区上馬二丁目２９番１９号       （金属総義歯）第  2440号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          02:金                                                 800,000    800,000    
          03:コバルト                                           320,000    320,000    
          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  1087号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      2,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,4575,2 こはた歯科 〒157-0066 金属床による総義歯の提供

世田谷区成城四丁目１９番７号       （金属総義歯）第  2447号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,4589,3 川口歯科医院 〒158-0083 金属床による総義歯の提供

世田谷区奥沢四丁目２６番９号       （金属総義歯）第  9056号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          01:白金                                               620,000    620,000    
          04:チタン                                             360,000    360,000    
          03:コバルト                                           300,000    300,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,4595,0 渡辺歯科 〒154-0021 金属床による総義歯の提供

世田谷区豪徳寺一丁目４５番１０       （金属総義歯）第  2459号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,4605,7 下北沢歯科診療所 〒155-0031 金属床による総義歯の提供

世田谷区北沢二丁目４番８号　ベ       （金属総義歯）第  2460号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 8日
ニヤビル３階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,4623,0 歯科うるが 〒156-0045 金属床による総義歯の提供

世田谷区桜上水四丁目１６番１５       （金属総義歯）第  2466号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,4631,3 佐竹歯科医院 〒155-0031 金属床による総義歯の提供

世田谷区北沢五丁目３２番６号       （金属総義歯）第  2470号                徴収開始年月日：平成 6年 7月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,4632,1 原田歯科 〒157-0067 金属床による総義歯の提供

世田谷区喜多見八丁目１３番１号       （金属総義歯）第  2471号                徴収開始年月日：平成 6年 6月30日
          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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    211

12,4637,0 野田歯科医院 〒157-0072 金属床による総義歯の提供
世田谷区祖師谷一丁目１１番２号       （金属総義歯）第  2472号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           370,000    370,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,4644,6 すすき歯科医院 〒154-0016 金属床による総義歯の提供

世田谷区弦巻四丁目２４番４号       （金属総義歯）第  2474号                徴収開始年月日：平成 6年 6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    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,4645,3 櫻田歯科医院 〒154-0004 金属床による総義歯の提供

世田谷区太子堂一丁目８番１５号       （金属総義歯）第  2475号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   888号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,4647,9 近藤デンタルオフィス〒158-0085 う蝕に罹患している患者の指導管理

世田谷区玉川田園調布二丁目３番       （う蝕管理）第   110号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
４号           継続管理種類  　      価格

          01:フッ化物局所      2,000          
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,4653,7 青木歯科医院 〒157-0067 金属床による総義歯の提供

世田谷区喜多見九丁目１８番１３       （金属総義歯）第  2479号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           260,000    260,000    
          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   853号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,4655,2 烏山デンタルクリニッ〒157-0062 金属床による総義歯の提供

ク 世田谷区南烏山四丁目１４番７号       （金属総義歯）第  2480号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           210,000    210,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,4670,1 河辺歯科 〒156-0043 金属床による総義歯の提供

世田谷区松原二丁目３８番９号　       （金属総義歯）第  2485号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 6日
１０２           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,4685,9 井上歯科医院 〒156-0053 金属床による総義歯の提供

世田谷区桜三丁目２４番１３号       （金属総義歯）第  2490号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    212

12,4686,7 毛利歯科医院 〒154-0003 金属床による総義歯の提供
世田谷区野沢四丁目２番１０号　       （金属総義歯）第  2491号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
野沢ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,4689,1 江口歯科医院 〒157-0073 金属床による総義歯の提供

世田谷区砧三丁目７番１６号       （金属総義歯）第  2492号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,4710,5 田村歯科医院 〒157-0066 金属床による総義歯の提供

世田谷区成城八丁目９番７号       （金属総義歯）第  2498号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,4712,1 オグラ歯科医院 〒158-0082 金属床による総義歯の提供

世田谷区等々力六丁目３７番１５       （金属総義歯）第  2500号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,4724,6 池田歯科医院 〒156-0043 金属床による総義歯の提供

世田谷区松原二丁目３２番３２号       （金属総義歯）第  2505号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,4732,9 梅ヶ丘歯科クリニック〒154-0022 金属床による総義歯の提供

世田谷区梅丘一丁目２３番５号       （金属総義歯）第  2504号                徴収開始年月日：平成 6年 6月10日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1298号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月14日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,4735,2 アサオカ歯科医院 〒158-0082 金属床による総義歯の提供

世田谷区等々力五丁目５番３号       （金属総義歯）第  2506号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,4740,2 サワキ歯科医院 〒157-0067 金属床による総義歯の提供

世田谷区喜多見五丁目２２番２１       （金属総義歯）第  2508号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                                      270,000    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,4746,9 飯島歯科医院 〒155-0032 金属床による総義歯の提供

世田谷区代沢五丁目２７番１０号       （金属総義歯）第  2510号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,4748,5 玉川田村歯科室 〒158-0094 金属床による総義歯の提供

世田谷区玉川二丁目２４番６号　       （金属総義歯）第  2511号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
長崎屋ビル３階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    213

12,4749,3 芳村歯科医院 〒158-0093 金属床による総義歯の提供
世田谷区上野毛二丁目５番２５号       （金属総義歯）第  2512号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
　朝日上野毛マンション１０５           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                                      500,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   455号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,4751,9 加藤歯科東北沢診療所〒155-0031 金属床による総義歯の提供

世田谷区北沢三丁目１番１０号　       （金属総義歯）第  2513号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
ニューアイランド東北沢２階２０           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
３号

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,4755,0 久保田デンタルクリニ〒157-0062 金属床による総義歯の提供

ック 世田谷区南烏山一丁目１２番２４       （金属総義歯）第  2515号                徴収開始年月日：平成 6年 8月28日
号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,4763,4 長谷部デンタルクリニ〒154-0024 金属床による総義歯の提供

ック 世田谷区三軒茶屋二丁目１６番１       （金属総義歯）第  2517号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
０号　ＭＧハイツ２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,4768,3 澤歯科医院 〒158-0091 金属床による総義歯の提供

世田谷区中町四丁目１７番１８号       （金属総義歯）第  2520号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          01:白金                                               500,000    500,000    
          02:金                                                 500,000    500,000    
          03:コバルト                                           300,000    300,000    
          04:チタン                                             300,000    300,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,4771,7 値賀歯科医院 〒156-0043 金属床による総義歯の提供

世田谷区松原五丁目８番１４号       （金属総義歯）第  2521号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,4772,5 さいとう歯科医院 〒154-0002 金属床による総義歯の提供

世田谷区下馬二丁目３６番１５号       （金属総義歯）第  2522号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,4774,1 タカギ歯科 〒156-0055 金属床による総義歯の提供

世田谷区船橋六丁目１７番１７号       （金属総義歯）第  2523号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,4776,6 松山歯科医院 〒154-0023 金属床による総義歯の提供

世田谷区若林三丁目１９番８号       （金属総義歯）第  2525号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    214

12,4778,2 クスノキ歯科 〒157-0062 金属床による総義歯の提供
世田谷区南烏山六丁目２番４号　       （金属総義歯）第  2527号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
宍戸第３ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,4785,7 中尾歯科医院 〒158-0083 金属床による総義歯の提供

世田谷区奥沢四丁目２７番１０号       （金属総義歯）第  2530号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,4815,2 興林歯科医院 〒156-0052 金属床による総義歯の提供

世田谷区経堂一丁目１９番７号　       （金属総義歯）第  2536号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
セントラル経堂ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,4816,0 伊波歯科医院 〒154-0001 金属床による総義歯の提供

世田谷区池尻三丁目７番３号　原       （金属総義歯）第  2537号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
ビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1165号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,4819,4 新野歯科医院 〒156-0043 金属床による総義歯の提供

世田谷区松原一丁目３８番３号　       （金属総義歯）第  2538号                徴収開始年月日：平成 6年 6月13日
山本ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,4821,0 山崎歯科医院 〒154-0011 金属床による総義歯の提供

世田谷区上馬五丁目５番１５号       （金属総義歯）第  2539号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           250,000               

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,4830,1 吉永歯科医院 〒155-0033 金属床による総義歯の提供

世田谷区代田六丁目３番２号       （金属総義歯）第  2540号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,4832,7 中野歯科医院 〒154-0003 金属床による総義歯の提供

世田谷区野沢二丁目２０番３号       （金属総義歯）第  2541号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,4834,3 三塚歯科 〒154-0023 金属床による総義歯の提供

世田谷区若林四丁目２５番１号　       （金属総義歯）第  2542号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
コーナー松陰ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          01:白金                                               600,000    600,000    
          02:金                                                 500,000    500,000    
          03:コバルト                                           250,000    250,000    
          04:チタン                                             400,000    400,000    

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    215

12,4838,4 第二田中歯科医院 〒154-0023 金属床による総義歯の提供
世田谷区若林五丁目４０番１０号       （金属総義歯）第  2543号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
　１０１           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1206号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,4848,3 グロリア歯科室 〒156-0051 金属床による総義歯の提供

世田谷区宮坂三丁目１２番１７号       （金属総義歯）第  2548号                徴収開始年月日：平成 6年 7月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1427号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,4854,1 関野歯科医院 〒156-0052 金属床による総義歯の提供

世田谷区経堂一丁目２６番１３号       （金属総義歯）第  2552号                徴収開始年月日：平成 6年 8月 1日
　関野ビル           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,4863,2 佐藤歯科医院 〒155-0031 金属床による総義歯の提供

世田谷区北沢二丁目１１番２号       （金属総義歯）第  2554号                徴収開始年月日：平成 6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    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,4865,7 内藤歯科医院 〒157-0071 う蝕に罹患している患者の指導管理

世田谷区千歳台一丁目１１番３号       （う蝕管理）第   236号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,575          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,4868,1 代田橋歯科 〒156-0041 金属床による総義歯の提供

世田谷区大原二丁目１８番５号　       （金属総義歯）第  2555号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
大原郵便局２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,4869,9 今泉歯科医院 〒158-0082 金属床による総義歯の提供

世田谷区等々力一丁目６番１号       （金属総義歯）第  2556号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,4871,5 高取歯科 〒154-0021 金属床による総義歯の提供

世田谷区豪徳寺二丁目３１番８号       （金属総義歯）第  2557号                徴収開始年月日：平成 7年 1月 9日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,4877,2 和田歯科医院 〒154-0017 金属床による総義歯の提供

世田谷区世田谷一丁目１６番２４       （金属総義歯）第  2560号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
号　榎本ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,4880,6 松平歯科 〒157-0062 金属床による総義歯の提供

世田谷区南烏山五丁目１７番１１       （金属総義歯）第  2562号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
号　倉田ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    216

12,4886,3 梶口歯科 〒154-0023 金属床による総義歯の提供
世田谷区若林四丁目３１番１５号       （金属総義歯）第  2564号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
　光映ビル３階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          01:白金                                               500,000    500,000    
          02:金                                                 500,000    500,000    
          03:コバルト                                           400,000    400,000    
          04:チタン                                             400,000    400,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,4888,9 前田歯科医院 〒156-0043 金属床による総義歯の提供

世田谷区松原六丁目３番１０号　       （金属総義歯）第  2565号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
寺島ビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,4892,1 嶋田歯科医院 〒158-0082 金属床による総義歯の提供

世田谷区等々力二丁目１８番２号       （金属総義歯）第  2567号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   456号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,4903,6 河合歯科クリニック 〒154-0023 金属床による総義歯の提供

世田谷区若林三丁目１８番５号　       （金属総義歯）第  2571号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
カリヨネビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   393号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,4912,7 ホウキ歯科医院 〒157-0077 金属床による総義歯の提供

世田谷区鎌田二丁目２２番８号　       （金属総義歯）第  2575号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
早川ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,4915,0 三上歯科医院 〒157-0073 金属床による総義歯の提供

世田谷区砧一丁目１７番１号       （金属総義歯）第  2576号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,4916,8 塩沢歯科医院 〒154-0016 金属床による総義歯の提供

世田谷区弦巻二丁目２９番１２号       （金属総義歯）第  2577号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,4917,6 中塚歯科医院 〒156-0044 金属床による総義歯の提供

世田谷区赤堤四丁目４１番１０号       （金属総義歯）第  2578号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
　第３通南ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   398号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    217

12,4919,2 尾形デンタルクリニッ〒154-0001 う蝕に罹患している患者の指導管理
ク 世田谷区池尻二丁目３５番９号　       （う蝕管理）第   469号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日

マンション池尻１０２           継続管理種類  　      価格
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,4922,6 細田歯科医院 〒156-0052 金属床による総義歯の提供

世田谷区経堂二丁目４番２号　石       （金属総義歯）第  2579号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
綿ビル２０２           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   251号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,4925,9 カトウ歯科クリニック〒154-0004 金属床による総義歯の提供

世田谷区太子堂四丁目２３番１３       （金属総義歯）第  2581号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
号　王寿ビル３階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          04:チタン                                             292,000    292,000    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,4927,5 永田歯科医院 〒158-0082 金属床による総義歯の提供

世田谷区等々力五丁目６番７号　       （金属総義歯）第  2582号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
メゾンドカムラビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1101号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,4934,1 森田歯科医院 〒156-0043 金属床による総義歯の提供

世田谷区松原六丁目２４番１９号       （金属総義歯）第  2586号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           210,000               
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   866号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,4935,8 あたか歯科医院 〒157-0062 金属床による総義歯の提供

世田谷区南烏山六丁目３番１４号       （金属総義歯）第  2587号                徴収開始年月日：平成 6年 7月 7日
　池田快生堂ビル４階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           280,000               
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1339号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月14日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,4942,4 おか歯科医院 〒158-0083 う蝕に罹患している患者の指導管理

世田谷区奥沢七丁目１９番９号　       （う蝕管理）第   400号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
塚原ビル３階           継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,4946,5 なかむら歯科クリニッ〒157-0062 金属床による総義歯の提供

ク 世田谷区南烏山六丁目６番８号       （金属総義歯）第  2590号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    218

12,4950,7 野村歯科医院 〒157-0072 金属床による総義歯の提供
世田谷区祖師谷三丁目１０番２０       （金属総義歯）第  2593号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           200,000               
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,4954,9 山﨑歯科医院 〒156-0057 金属床による総義歯の提供

世田谷区上北沢三丁目３３番１２       （金属総義歯）第  2595号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,4955,6 池村歯科医院 〒154-0004 金属床による総義歯の提供

世田谷区太子堂四丁目２０番２４       （金属総義歯）第  2596号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
号　ウィンベックプラザ２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,4964,8 石井歯科医院 〒154-0001 金属床による総義歯の提供

世田谷区池尻二丁目３７番１０号       （金属総義歯）第  2601号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,4968,9 土屋歯科クリニック 〒154-0024 金属床による総義歯の提供

世田谷区三軒茶屋一丁目３２番１       （金属総義歯）第  9981号                徴収開始年月日：平成29年 2月20日
５号　ハイツ北岡２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          04:チタン                                             400,000    400,000    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,4969,7 ネガミ歯科医院 〒156-0052 金属床による総義歯の提供

世田谷区経堂一丁目１９番５号　       （金属総義歯）第  2603号                徴収開始年月日：平成 7年 2月22日
富士屋ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,4975,4 兵藤歯科医院九品仏診〒158-0083 金属床による総義歯の提供

療所 世田谷区奥沢七丁目３５番１６号       （金属総義歯）第  2606号                徴収開始年月日：平成 6年 7月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,4976,2 田歯科医院 〒154-0022 金属床による総義歯の提供

世田谷区梅丘一丁目２２番３号       （金属総義歯）第  9121号                徴収開始年月日：平成19年 7月20日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          01:白金                                               388,500    388,500    
          02:金                                                 357,000    357,000    
          03:コバルト                                           262,500    262,500    
          04:チタン                                             430,500    430,500    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   503号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,4980,4 山崎歯科医院 〒155-0033 金属床による総義歯の提供

世田谷区代田一丁目３３番１２号       （金属総義歯）第  2608号                徴収開始年月日：平成 6年 7月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1425号                  徴収開始年月日：平成 9年 5月 1日
          継続管理種類  　      価格



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    219

12,4981,2 山田歯科クリニック 〒158-0081 金属床による総義歯の提供
世田谷区深沢五丁目１４番１５号       （金属総義歯）第  2609号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   986号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      3,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,4996,0 岩間歯科 〒158-0093 金属床による総義歯の提供

世田谷区上野毛四丁目１４番１４       （金属総義歯）第  2616号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,8007,2 高山歯科医院 〒157-0062 金属床による総義歯の提供

世田谷区南烏山五丁目１３番２号       （金属総義歯）第  2621号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 6日
　三松ビル４階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

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 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,8016,3 羽田歯科医院 〒157-0067 金属床による総義歯の提供

世田谷区喜多見八丁目１２番９号       （金属総義歯）第  2622号                徴収開始年月日：平成 6年 6月10日
　喜多見コズモガーデン２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,8022,1 まい歯科医院 〒158-0097 金属床による総義歯の提供

世田谷区用賀四丁目１２番４号　       （金属総義歯）第  2623号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
テラス・マイ１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,8029,6 医療法人社団　仁承会〒158-0094 う蝕に罹患している患者の指導管理

　二子玉川エンジェル世田谷区玉川四丁目８番４号　深       （う蝕管理）第   222号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
歯科 志ビル２階           継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,8034,6 石川歯科医院 〒157-0065 金属床による総義歯の提供

世田谷区上祖師谷五丁目９番２８       （金属総義歯）第  2625号                徴収開始年月日：平成 6年 6月29日
号　ロックアーバン１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,8039,5 島貫歯科医院 〒158-0096 金属床による総義歯の提供

世田谷区玉川台一丁目５番１１号       （金属総義歯）第  2630号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          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    18号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,8049,4 アルファ歯科医院 〒154-0011 金属床による総義歯の提供

世田谷区上馬四丁目１７番４号　       （金属総義歯）第  2632号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
アルファ駒沢２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    220

12,8051,0 溝口歯科医院 〒158-0093 金属床による総義歯の提供
世田谷区上野毛三丁目１４番２号       （金属総義歯）第  2633号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,8052,8 櫻内ビル歯科医院 〒156-0041 金属床による総義歯の提供

世田谷区大原二丁目２６番８号　       （金属総義歯）第  2634号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
櫻内ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,8054,4 芹澤歯科医院 〒156-0041 金属床による総義歯の提供

世田谷区大原二丁目２６番１２号       （金属総義歯）第  2635号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,8055,1 玉川台歯科医院 〒158-0096 金属床による総義歯の提供

世田谷区玉川台二丁目３番１６号       （金属総義歯）第  9309号                徴収開始年月日：平成20年 7月25日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          01:白金                                             1,155,000  1,155,000    
          02:金                                                 997,500    997,500    
          03:コバルト                                           367,500    367,500    
          04:チタン                                             735,000    735,000    
                                金合金（１８Ｋ）                945,000    945,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   784号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,8064,3 桜上水歯科医院 〒156-0045 金属床による総義歯の提供

世田谷区桜上水四丁目１０番１６       （金属総義歯）第  2639号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
号　間瀬ビル３階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,8066,8 寺戸歯科クリニック 〒154-0012 金属床による総義歯の提供

世田谷区駒沢四丁目１９番１３号       （金属総義歯）第  2641号                徴収開始年月日：平成 6年 6月23日
　ヴェルデール駒沢２０３号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,8068,4 内門歯科医院 〒156-0043 金属床による総義歯の提供

世田谷区松原一丁目４８番５号       （金属総義歯）第  2642号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,8074,2 こもり歯科医院 〒155-0031 金属床による総義歯の提供

世田谷区北沢二丁目３８番１０号       （金属総義歯）第  2646号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 6日
　中嶋ビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1249号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,8085,8 伊奈歯科医院 〒156-0043 金属床による総義歯の提供

世田谷区松原五丁目２番６号　田       （金属総義歯）第  2649号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
島ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    221

12,8087,4 二階堂歯科医院 〒156-0057 金属床による総義歯の提供
世田谷区上北沢四丁目１２番５号       （金属総義歯）第  2650号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
　高島プレイス２階Ｂ号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1243号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,8091,6 椎原歯科医院 〒155-0032 金属床による総義歯の提供

世田谷区代沢三丁目１３番１１号       （金属総義歯）第  8938号                徴収開始年月日：平成18年 8月 3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                                             350,000    350,000    
          01:白金                                               600,000    600,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,8092,4 林歯科医院 〒156-0051 金属床による総義歯の提供

世田谷区宮坂三丁目２７番１号       （金属総義歯）第  6717号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1222号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,8094,0 医療法人社団　正歯会〒156-0043 金属床による総義歯の提供

　竹内歯科医院 世田谷区松原二丁目２５番１６号       （金属総義歯）第  2653号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,8097,3 医療法人社団　冨塚歯〒158-0098 金属床による総義歯の提供

科医院 世田谷区上用賀五丁目２７番１８       （金属総義歯）第  2655号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
号　中西ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,8098,1 医療法人社団　真要会〒158-0083 金属床による総義歯の提供

　髙橋歯科医院 世田谷区奥沢二丁目２番２１号　       （金属総義歯）第  2656号                徴収開始年月日：平成 6年 6月22日
新光ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,8105,4 村田歯科クリニック 〒156-0054 金属床による総義歯の提供

世田谷区桜丘二丁目２９番７号　       （金属総義歯）第  2658号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
塩入ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,8114,6 医療法人社団　小松歯〒156-0043 金属床による総義歯の提供

科 世田谷区松原五丁目５６番１２号       （金属総義歯）第  2660号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
　丸山ビル２階２０２号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,8119,5 医療法人社団　泰生会〒157-0072 金属床による総義歯の提供

　竹内歯科クリニック世田谷区祖師谷四丁目２５番１９       （金属総義歯）第  2663号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
号　２０１号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           500,000    500,000    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    222

12,8121,1 萩原歯科クリニック 〒157-0077 金属床による総義歯の提供
世田谷区鎌田三丁目１２番１６号       （金属総義歯）第  2664号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,8123,7 玉川歯科医院 〒158-0094 金属床による総義歯の提供

世田谷区玉川三丁目１５番１６号       （金属総義歯）第  2666号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
　２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   258号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,8124,5 野口歯科医院 〒156-0043 金属床による総義歯の提供

世田谷区松原一丁目３８番８号       （金属総義歯）第  2667号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   855号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,8127,8 町田歯科医院 〒157-0062 金属床による総義歯の提供

世田谷区南烏山三丁目２番３号       （金属総義歯）第  2668号                徴収開始年月日：平成 6年 8月29日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,8128,6 渡辺歯科 〒156-0045 金属床による総義歯の提供

世田谷区桜上水五丁目２３番８号       （金属総義歯）第  2669号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
　キャッスル桜上水１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,8130,2 斎藤歯科クリニック 〒157-0062 金属床による総義歯の提供

世田谷区南烏山三丁目２３番７号       （金属総義歯）第  2671号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
　芦花パークヒル３ー２０２号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           210,000    210,000    
          04:チタン                                             262,500    262,500    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,8133,6 あべ歯科医院 〒154-0002 う蝕に罹患している患者の指導管理

世田谷区下馬三丁目１６番１３号       （う蝕管理）第   661号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,8136,9 医療法人社団　恵正会〒157-0062 金属床による総義歯の提供

　浜岡歯科クリニック世田谷区南烏山六丁目２５番１１       （金属総義歯）第  2674号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
号　セラグリオ烏山１階           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    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   682号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    223

12,8143,5 医療法人社団　進清会〒158-0095 金属床による総義歯の提供
　阿部歯科医院 世田谷区瀬田四丁目２８番１６号       （金属総義歯）第  2678号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          01:白金                                             1,000,000  1,000,000    
          02:金                                                 800,000    800,000    
          03:コバルト                                           300,000    300,000    
          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  1418号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      5,000          
          02:小窩裂溝填塞      2,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,8144,3 医療法人社団　大熊歯〒158-0094 金属床による総義歯の提供

科医院 世田谷区玉川三丁目２１番８号　       （金属総義歯）第  2679号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
ジャルダン長崎１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           350,000    300,000    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,8145,0 大沼田歯科クリニック〒154-0024 金属床による総義歯の提供

世田谷区三軒茶屋一丁目３４番１       （金属総義歯）第  2680号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
３号　ハシワヤビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          01:白金                                               900,000               
          03:コバルト                                           630,000    630,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1386号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      2,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,8148,4 松本歯科医院 〒158-0097 金属床による総義歯の提供

世田谷区用賀四丁目４番８号　第       （金属総義歯）第  2682号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
２福島ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,8157,5 こいぬま歯科 〒155-0031 金属床による総義歯の提供

世田谷区北沢二丁目７番５号       （金属総義歯）第  2685号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          04:チタン                                             350,000               
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   409号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,8160,9 犬塚歯科医院 〒156-0054 金属床による総義歯の提供

世田谷区桜丘五丁目４７番２０号       （金属総義歯）第  2687号                徴収開始年月日：平成 6年 6月20日
　桜丘リーダースマンション２０           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
１号           03:コバルト                                           300,000    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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    224

12,8161,7 尾関歯科医院 〒158-0083 金属床による総義歯の提供
世田谷区奥沢三丁目３２番６号       （金属総義歯）第  2688号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   959号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,8167,4 大島歯科医院 〒158-0083 金属床による総義歯の提供

世田谷区奥沢七丁目４７番１７号       （金属総義歯）第  2692号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           300,000               

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,8168,2 田上歯科医院 〒156-0043 金属床による総義歯の提供

世田谷区松原五丁目５７番７号　       （金属総義歯）第  2693号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
片野ビル２０２号室           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,8172,4 石田歯科クリニック 〒156-0057 金属床による総義歯の提供

世田谷区上北沢四丁目１５番２号       （金属総義歯）第  2695号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
　石政ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,8173,2 すずき歯科クリニック〒157-0062 金属床による総義歯の提供

世田谷区南烏山五丁目２３番１５       （金属総義歯）第  2696号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,8174,0 天下堂歯科医院 〒157-0062 金属床による総義歯の提供

世田谷区南烏山一丁目１１番１５       （金属総義歯）第  9012号                徴収開始年月日：平成19年 2月 2日
号　天下堂ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           250,000               
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,8178,1 大嶋歯科医院 〒157-0073 金属床による総義歯の提供

世田谷区砧三丁目４番６号　橋本       （金属総義歯）第  6662号                徴収開始年月日：平成 9年 5月 1日
ビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,8183,1 山根歯科医院 〒156-0051 う蝕に罹患している患者の指導管理

世田谷区宮坂三丁目４４番２０号       （う蝕管理）第   828号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,8193,0 土方歯科医院 〒156-0057 金属床による総義歯の提供

世田谷区上北沢五丁目３４番７号       （金属総義歯）第  6971号                徴収開始年月日：平成10年 3月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           300,000    300,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,8196,3 法木歯科医院 〒156-0045 金属床による総義歯の提供

世田谷区桜上水二丁目６番５号       （金属総義歯）第  2705号                徴収開始年月日：平成 6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    



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    225

12,8201,1 医療法人社団　優恒会〒157-0062 金属床による総義歯の提供
　松村歯科医院 世田谷区南烏山四丁目１２番８号       （金属総義歯）第  2706号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日

　新生堂ビル３階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          01:白金                                               650,000    600,000    
          03:コバルト                                           350,000    300,000    
          04:チタン                                             400,000    350,000    
                                純チタン                        450,000    400,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1154号                  徴収開始年月日：平成 9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          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,8204,5 小野デンタルオフィス〒158-0097 金属床による総義歯の提供

世田谷区用賀四丁目２６番２１号       （金属総義歯）第  2708号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1637号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,8205,2 樋渡歯科医院 〒157-0066 金属床による総義歯の提供

世田谷区成城六丁目６番５号　ピ       （金属総義歯）第  2709号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
ュア成城１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,8210,2 つじむら歯科クリニッ〒156-0042 金属床による総義歯の提供

ク 世田谷区羽根木一丁目３１番２１       （金属総義歯）第  2713号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
号　ドクターズプラザ羽根木４階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,8212,8 医療法人社団　は・匠〒156-0057 金属床による総義歯の提供

会　上北沢歯科 世田谷区上北沢三丁目１７番６号       （金属総義歯）第  2714号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
　七星ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          01:白金                                               500,000    500,000    
          02:金                                                 500,000    500,000    
          03:コバルト                                           350,000    350,000    
          04:チタン                                             350,000    350,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,8214,4 古屋歯科クリニック 〒156-0051 金属床による総義歯の提供

世田谷区宮坂三丁目１８号４号       （金属総義歯）第  2715号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           315,000    315,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,8217,7 柳沢歯科医院 〒156-0052 金属床による総義歯の提供

世田谷区経堂四丁目３９番７号       （金属総義歯）第  2718号                徴収開始年月日：平成 6年 6月17日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1251号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    226

12,8218,5 湯浅デンタルクリニッ〒158-0097 金属床による総義歯の提供
ク 世田谷区用賀二丁目３６番１２号       （金属総義歯）第  2719号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日

　滝本ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,8219,3 オオタビル歯科クリニ〒156-0055 金属床による総義歯の提供

ック 世田谷区船橋一丁目９番１０号　       （金属総義歯）第  2720号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
オオタビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,8223,5 医療法人社団　歯科武〒156-0053 金属床による総義歯の提供

藤 世田谷区桜三丁目１５番１８号　       （金属総義歯）第  2723号                徴収開始年月日：平成 6年 9月 1日
パラスト馬事公苑１０４           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,8235,9 清水歯科医院 〒157-0065 金属床による総義歯の提供

世田谷区上祖師谷五丁目２８番６       （金属総義歯）第  2729号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           280,000               
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   230号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,8242,5 山本歯科 〒156-0043 金属床による総義歯の提供

世田谷区松原五丁目９番４号       （金属総義歯）第  2734号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,8243,3 医療法人社団　誠功会〒155-0032 金属床による総義歯の提供

　わたなべ歯科医院 世田谷区代沢四丁目１７番１８号       （金属総義歯）第  2735号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,8248,2 村井歯科医院 〒157-0076 金属床による総義歯の提供

世田谷区岡本一丁目２５番１２号       （金属総義歯）第  2738号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,8250,8 医療法人社団　樹恵会〒158-0097 う蝕に罹患している患者の指導管理

　世田谷ビジネススク世田谷区用賀四丁目１０番１号　       （う蝕管理）第  1601号                  徴収開始年月日：平成 9年 6月 1日
エア歯科クリニック ＳＢＳタワー２階           継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,8258,1 上野歯科医院 〒158-0093 う蝕に罹患している患者の指導管理

世田谷区上野毛一丁目２２番１号       （う蝕管理）第  1592号                  徴収開始年月日：平成 9年 6月25日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,8263,1 医療法人社団　三澤歯〒157-0062 金属床による総義歯の提供

科医院 世田谷区南烏山五丁目１９番１３       （金属総義歯）第  2740号                徴収開始年月日：平成 7年 5月 1日
号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   984号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    227

12,8264,9 蓮沼歯科医院 〒156-0055 金属床による総義歯の提供
世田谷区船橋六丁目５番７号　ベ       （金属総義歯）第  2741号                徴収開始年月日：平成 7年 5月 1日
ルヴィラージュ船橋１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   895号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,8270,6 二本松歯科クリニック〒158-0097 金属床による総義歯の提供

世田谷区用賀四丁目３２番５号       （金属総義歯）第  2748号                徴収開始年月日：平成 7年 6月22日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,8271,4 村上歯科医院 〒154-0002 金属床による総義歯の提供

世田谷区下馬一丁目１６番３号       （金属総義歯）第  2744号                徴収開始年月日：平成 7年 7月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   541号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,8292,0 奈良ビル歯科医院 〒156-0041 金属床による総義歯の提供

世田谷区大原一丁目５９番９号　       （金属総義歯）第  2752号                徴収開始年月日：平成 7年 5月24日
奈良ビル           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   722号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,8294,6 朝長歯科医院 〒157-0076 金属床による総義歯の提供

世田谷区岡本三丁目４番１２号       （金属総義歯）第  2753号                徴収開始年月日：平成 7年10月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,8295,3 酒井歯科クリニック 〒157-0067 金属床による総義歯の提供

世田谷区喜多見三丁目２２番２０       （金属総義歯）第  2755号                徴収開始年月日：平成 7年10月20日
号　ヒノキビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1095号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,8300,1 ないとう歯科医院 〒154-0022 金属床による総義歯の提供

世田谷区梅丘二丁目２３番２０号       （金属総義歯）第  2756号                徴収開始年月日：平成 7年12月20日
　碧マンション１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,8301,9 さかき歯科クリニック〒154-0004 金属床による総義歯の提供

世田谷区太子堂二丁目２０番１０       （金属総義歯）第  7927号                徴収開始年月日：平成13年 6月 1日
号　タウンコート三軒茶屋１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,8302,7 桜新町歯科 〒154-0015 金属床による総義歯の提供

世田谷区桜新町二丁目８番６号　       （金属総義歯）第  2757号                徴収開始年月日：平成 8年 3月 1日
ヨクレール５５　２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    228

12,8304,3 きた歯科クリニック 〒155-0033 金属床による総義歯の提供
世田谷区代田五丁目７番５号　代       （金属総義歯）第  2758号                徴収開始年月日：平成 8年 4月 1日
田ビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,8311,8 小林歯科医院 〒154-0015 金属床による総義歯の提供

世田谷区桜新町一丁目３番１０号       （金属総義歯）第  6340号                徴収開始年月日：平成 8年 2月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           250,000               
          04:チタン                                             350,000               

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,8312,6 三島歯科医院 〒157-0066 金属床による総義歯の提供

世田谷区成城五丁目１３番１号       （金属総義歯）第  6113号                徴収開始年月日：平成 8年 1月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,8320,9 日吉歯科医院 〒156-0055 金属床による総義歯の提供

世田谷区船橋四丁目１８番６号       （金属総義歯）第  6266号                徴収開始年月日：平成 8年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,8321,7 経堂えきまえ歯科クリ〒156-0052 金属床による総義歯の提供

ニック 世田谷区経堂二丁目１４番１号       （金属総義歯）第  6341号                徴収開始年月日：平成13年 1月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           210,000    210,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   291号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,050          
          02:小窩裂溝填塞      3,150          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,8325,8 酒井歯科クリニック 〒158-0084 金属床による総義歯の提供

世田谷区東玉川二丁目４１番８号       （金属総義歯）第  6402号                徴収開始年月日：平成 8年 9月 7日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,8336,5 樋山歯科 〒157-0066 金属床による総義歯の提供

世田谷区成城二丁目２２番３号       （金属総義歯）第  6478号                徴収開始年月日：平成 8年11月12日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   215号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,8339,9 船登歯科医院 〒158-0083 金属床による総義歯の提供

世田谷区奥沢一丁目４７番４号       （金属総義歯）第  6514号                徴収開始年月日：平成 8年12月 2日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1312号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    229

12,8340,7 医療法人社団　白樺会〒157-0066 金属床による総義歯の提供
　大原歯科医院 世田谷区成城六丁目２３番２号　       （金属総義歯）第  8229号                徴収開始年月日：平成15年 1月24日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,8341,5 濵上歯科 〒154-0002 金属床による総義歯の提供

世田谷区下馬二丁目１４番１６号       （金属総義歯）第  6515号                徴収開始年月日：平成 8年10月10日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,8352,2 はせべ歯科 〒158-0091 金属床による総義歯の提供

世田谷区中町三丁目１番２２号　       （金属総義歯）第  6663号                徴収開始年月日：平成 9年 3月 1日
タミーズワン１階           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  2880号                  徴収開始年月日：平成18年 4月10日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      3,150          
          02:小窩裂溝填塞      3,150          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,8353,0 馬場デンタルクリニッ〒158-0083 金属床による総義歯の提供

ク 世田谷区奥沢四丁目２８番１１号       （金属総義歯）第  7131号                徴収開始年月日：平成10年 9月 1日
　ＦＴＡビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1883号                  徴収開始年月日：平成10年 9月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      3,150          
          02:小窩裂溝填塞      2,100          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,8354,8 荒井歯科クリニック 〒158-0083 金属床による総義歯の提供

世田谷区奥沢六丁目３２番６号       （金属総義歯）第  6664号                徴収開始年月日：平成 9年 5月20日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,8355,5 新代田小林歯科 〒155-0033 金属床による総義歯の提供

世田谷区代田五丁目２８番６号       （金属総義歯）第  6719号                徴収開始年月日：平成 9年 5月20日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1532号                  徴収開始年月日：平成 9年 5月20日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,8356,3 髙島歯科医院 〒154-0017 金属床による総義歯の提供

世田谷区世田谷一丁目１０番１６       （金属総義歯）第  6720号                徴収開始年月日：平成 9年 5月 1日
号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    230

12,8360,5 矢吹歯科医院 〒154-0014 金属床による総義歯の提供
世田谷区新町二丁目２番２０号　       （金属総義歯）第  6783号                徴収開始年月日：平成 9年 8月 1日
ボナール桜新町１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1652号                  徴収開始年月日：平成 9年 8月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,8362,1 赤松歯科医院 〒156-0052 金属床による総義歯の提供

世田谷区経堂一丁目２６番７号       （金属総義歯）第  6832号                徴収開始年月日：平成 9年10月 6日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,8365,4 医療法人社団　厚良会〒155-0031 金属床による総義歯の提供

　たねいち歯科医院 世田谷区北沢二丁目２２番１５号       （金属総義歯）第  9856号                徴収開始年月日：平成26年 4月 1日
　シモキタＷＥＳＴ１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          04:チタン                                             280,800    280,800    
          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  1728号                  徴収開始年月日：平成 9年12月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,8370,4 川島歯科医院 〒158-0083 金属床による総義歯の提供

世田谷区奥沢八丁目７番８号       （金属総義歯）第  7048号                徴収開始年月日：平成10年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,8372,0 名取歯科 〒156-0044 金属床による総義歯の提供

世田谷区赤堤四丁目２０番１９号       （金属総義歯）第  6989号                徴収開始年月日：平成10年 4月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1787号                  徴収開始年月日：平成10年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,8374,6 医療法人社団　蒲公英〒158-0094 金属床による総義歯の提供

会　齋藤歯科医院 世田谷区玉川四丁目１０番２０号       （金属総義歯）第  7011号                徴収開始年月日：平成10年 3月 1日
　玉川グリーンハイツ１０２号室           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1796号                  徴収開始年月日：平成10年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,8377,9 内木歯科医院 〒154-0004 金属床による総義歯の提供

世田谷区太子堂四丁目２８番５号       （金属総義歯）第  7049号                徴収開始年月日：平成10年 3月14日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1811号                  徴収開始年月日：平成10年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    231

12,8378,7 健歯歯科 〒155-0032 金属床による総義歯の提供
世田谷区代沢二丁目４４番１４号       （金属総義歯）第  7050号                徴収開始年月日：平成10年 4月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,8383,7 尾﨑歯科医院 〒155-0032 金属床による総義歯の提供

世田谷区代沢五丁目８番１７号       （金属総義歯）第  7133号                徴収開始年月日：平成10年 4月24日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,8391,0 浅井歯科医院 〒154-0015 金属床による総義歯の提供

世田谷区桜新町一丁目４０番８号       （金属総義歯）第  7253号                徴収開始年月日：平成11年 1月18日
　石田ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,8392,8 川井歯科医院 〒158-0083 金属床による総義歯の提供

世田谷区奥沢五丁目１３番１２号       （金属総義歯）第  7174号                徴収開始年月日：平成10年10月 1日
　ペルシュ奥沢１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1885号                  徴収開始年月日：平成10年10月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,8395,1 野中歯科クリニック 〒158-0083 金属床による総義歯の提供

世田谷区奥沢一丁目６１番１０号       （金属総義歯）第  7177号                徴収開始年月日：平成10年10月 1日
          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  1901号                  徴収開始年月日：平成10年10月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,8406,6 池村歯科医院 〒156-0052 金属床による総義歯の提供

世田谷区経堂四丁目２５番３号       （金属総義歯）第  7254号                徴収開始年月日：平成11年 1月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,8411,6 谷村歯科医院 〒157-0072 金属床による総義歯の提供

世田谷区祖師谷三丁目３２番２号       （金属総義歯）第  7255号                徴収開始年月日：平成11年 2月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          04:チタン                                             420,000    420,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1956号                  徴収開始年月日：平成11年 2月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所        500          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,8412,4 杉浦歯科医院 〒157-0073 金属床による総義歯の提供

世田谷区砧一丁目１０番４号　Ｎ       （金属総義歯）第  7411号                徴収開始年月日：平成11年 7月 5日
ＩＣハイム砧１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,8419,9 医療法人社団　本多歯〒158-0094 金属床による総義歯の提供

科クリニック 世田谷区玉川二丁目２６番３号　       （金属総義歯）第  7412号                徴収開始年月日：平成11年 6月21日
ＴＡＭＡＧＡＷＡ　Ｎ２ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    232

12,8420,7 ともこデンタルクリニ〒155-0032 金属床による総義歯の提供
ック 世田谷区代沢五丁目２９番５号       （金属総義歯）第  7341号                徴収開始年月日：平成11年 5月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          04:チタン                                             450,000    400,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1992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      4,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,8423,1 医療法人社団　圭誠会〒157-0067 金属床による総義歯の提供

　下田歯科医院 世田谷区喜多見九丁目１番８号　       （金属総義歯）第  7342号                徴収開始年月日：平成11年 4月 1日
喜多見ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1993号                  徴収開始年月日：平成11年 5月10日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,8424,9 西巻歯科 〒157-0071 金属床による総義歯の提供

世田谷区千歳台五丁目１８番１２       （金属総義歯）第  7343号                徴収開始年月日：平成11年 4月 1日
号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1997号                  徴収開始年月日：平成11年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,8431,4 下馬デンタルオフィス〒154-0002 金属床による総義歯の提供

世田谷区下馬六丁目１２番１５号       （金属総義歯）第  7413号                徴収開始年月日：平成11年 7月 2日
　ロータリー学芸大山宝第７ビル           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
１階 う蝕に罹患している患者の指導管理

      （う蝕管理）第  2036号                  徴収開始年月日：平成11年 7月28日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,8434,8 中村歯科医院 〒156-0044 金属床による総義歯の提供

世田谷区赤堤四丁目２０番４号       （金属総義歯）第  7737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
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2243号                  徴収開始年月日：平成12年 8月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,8439,7 島津デンタルクリニッ〒154-0012 金属床による総義歯の提供

ク 世田谷区駒沢一丁目１７番１１号       （金属総義歯）第  7456号                徴収開始年月日：平成11年 9月 1日
　バスクコート２０１           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2055号                  徴収開始年月日：平成11年 9月 7日
          継続管理種類  　      価格

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    233

12,8445,4 みなと歯科医院 〒157-0062 金属床による総義歯の提供
世田谷区南烏山三丁目１６番１号       （金属総義歯）第  7738号                徴収開始年月日：平成12年 8月23日
　アルカディア２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2244号                  徴収開始年月日：平成12年 8月28日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,8447,0 荒井歯科室 〒154-0022 金属床による総義歯の提供

世田谷区梅丘一丁目２４番１号       （金属総義歯）第  7540号                徴収開始年月日：平成11年12月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,8455,3 ミカサデンタルケア 〒158-0082 金属床による総義歯の提供

世田谷区等々力七丁目１８番８号       （金属総義歯）第  7713号                徴収開始年月日：平成12年 7月27日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2227号                  徴収開始年月日：平成12年 7月27日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      2,100          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,8459,5 カズデンタルクリニッ〒156-0044 金属床による総義歯の提供

ク 世田谷区赤堤四丁目４８番１０号       （金属総義歯）第  7603号                徴収開始年月日：平成12年 5月 8日
　バッセリントンビル２階           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  2174号                  徴収開始年月日：平成12年 8月25日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所        640          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,8460,3 豪徳寺デンタルクリニ〒154-0021 金属床による総義歯の提供

ック 世田谷区豪徳寺一丁目６番１２号       （金属総義歯）第  7672号                徴収開始年月日：平成12年 5月 1日
　ハイムユニフローラ１０４           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,8461,1 まきた歯科医院 〒158-0086 金属床による総義歯の提供

世田谷区尾山台三丁目２２番１１       （金属総義歯）第  7642号                徴収開始年月日：平成12年 5月 1日
号　クリオ尾山台２０５号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           300,000    300,000    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,8464,5 医療法人社団　愛清　〒155-0032 金属床による総義歯の提供

愛生歯科 世田谷区代沢五丁目２番１０号　       （金属総義歯）第  7643号                徴収開始年月日：平成12年 5月 1日
２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2175号                  徴収開始年月日：平成12年 5月 1日
          継続管理種類  　      価格

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    234

12,8465,2 齋藤歯科医院 〒154-0015 金属床による総義歯の提供
世田谷区桜新町二丁目１７番３号       （金属総義歯）第  7673号                徴収開始年月日：平成12年 5月 1日
　１０１           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           250,000    250,000    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,8471,0 医療法人社団　正誠会〒158-0087 金属床による総義歯の提供

　玉堤歯科 世田谷区玉堤一丁目２１番１３号       （金属総義歯）第  7797号                徴収開始年月日：平成12年 9月 1日
　１０１号室           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  2285号                  徴収開始年月日：平成12年 9月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,8485,0 つるた歯科医院 〒155-0031 う蝕に罹患している患者の指導管理

世田谷区北沢二丁目２６番３号　       （う蝕管理）第  2331号                  徴収開始年月日：平成13年 3月14日
Ｎビル地下１階           継続管理種類  　      価格

          01:フッ化物局所        500          
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,8496,7 渡邊歯科診療所 〒158-0082 金属床による総義歯の提供

世田谷区等々力四丁目３番１号       （金属総義歯）第  7902号                徴収開始年月日：平成13年 4月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,8500,6 関歯科医院 〒158-0093 金属床による総義歯の提供

世田谷区上野毛一丁目３４番１５       （金属総義歯）第  7930号                徴収開始年月日：平成13年 7月 2日
号　Ｕハイツ上野毛１０２           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2357号                  徴収開始年月日：平成13年 7月 2日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,8506,3 フジタデンタルクリニ〒154-0012 金属床による総義歯の提供

ック 世田谷区駒沢二丁目５９番８号       （金属総義歯）第  7975号                徴収開始年月日：平成13年 9月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2378号                  徴収開始年月日：平成13年 9月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,8512,1 とし歯科クリニック 〒158-0083 う蝕に罹患している患者の指導管理

世田谷区奥沢六丁目５番１１号　       （う蝕管理）第  2430号                  徴収開始年月日：平成14年 4月 2日
ベルヴェデーレ奥沢１階１号室           継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,8524,6 大村歯科医院 〒157-0073 う蝕に罹患している患者の指導管理

世田谷区砧四丁目１０番１０号　       （う蝕管理）第  2406号                  徴収開始年月日：平成14年 2月 1日
１階           継続管理種類  　      価格

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    235

12,8533,7 すずき歯科クリニック〒156-0052 金属床による総義歯の提供
世田谷区経堂二丁目３番１号　木       （金属総義歯）第  8064号                徴収開始年月日：平成14年 4月 1日
津ビル３階           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    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2418号                  徴収開始年月日：平成14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      2,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,8536,0 なかむら歯科医院 〒157-0072 金属床による総義歯の提供

世田谷区祖師谷三丁目３０番６号       （金属総義歯）第  8075号                徴収開始年月日：平成14年 3月28日
　１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,8537,8 浜中歯科クリニック 〒154-0022 金属床による総義歯の提供

世田谷区梅丘一丁目２１番５号　       （金属総義歯）第  8087号                徴収開始年月日：平成14年 2月16日
土屋ビル３           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2434号                  徴収開始年月日：平成14年 2月16日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,8586,5 医療法人社団　隆慈会〒155-0032 金属床による総義歯の提供

　江本歯科クリニック世田谷区代沢四丁目５番１号　メ       （金属総義歯）第  8364号                徴収開始年月日：平成15年 9月 1日
ゾン岡村１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2584号                  徴収開始年月日：平成15年 9月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,8587,3 医療法人社団　厚良会〒155-0032 金属床による総義歯の提供

　こばやし歯科医院 世田谷区代沢五丁目８番１４号　       （金属総義歯）第  9859号                徴収開始年月日：平成26年 4月 1日
岩城ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          04:チタン                                             280,800    280,800    
          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  2575号                  徴収開始年月日：平成15年 9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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    236

12,8588,1 医療法人社団　永研会〒157-0062 金属床による総義歯の提供
　こまい歯科 世田谷区南烏山五丁目１９番１０       （金属総義歯）第  9986号                徴収開始年月日：平成29年 4月18日

号　賀茂ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           334,800    334,800    
          01:白金                                               756,000    756,000    
          04:チタン                                             410,400    410,400    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  3137号                  徴収開始年月日：平成20年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,8595,6 佐藤歯科クリニック 〒157-0062 金属床による総義歯の提供

世田谷区南烏山六丁目２９番７号       （金属総義歯）第  8394号                徴収開始年月日：平成15年10月25日
　エクレール南烏山１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,8597,2 斉藤デンタルオフィス〒154-0016 う蝕に罹患している患者の指導管理

世田谷区弦巻一丁目１４番９号　       （う蝕管理）第  3498号                  徴収開始年月日：平成27年 1月 6日
ドミール弦巻１階           継続管理種類  　      価格

          01:フッ化物局所        640          
          02:小窩裂溝填塞      2,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,8606,1 かずやま歯科クリニッ〒158-0098 う蝕に罹患している患者の指導管理

ク 世田谷区上用賀六丁目１９番１１       （う蝕管理）第  2624号                  徴収開始年月日：平成16年 4月 1日
号           継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,8608,7 たしろデンタルクリニ〒157-0077 金属床による総義歯の提供

ック 世田谷区鎌田三丁目２９番１１号       （金属総義歯）第  8453号                徴収開始年月日：平成16年 5月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           262,500    262,500    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2638号                  徴収開始年月日：平成16年 5月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所        640          
          02:小窩裂溝填塞      2,100          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,8609,5 松田歯科医院 〒154-0003 金属床による総義歯の提供

世田谷区野沢三丁目２２番８号　       （金属総義歯）第  8462号                徴収開始年月日：平成16年 5月10日
日生野沢マンション２０１号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    237

12,8610,3 医療法人社団　奉歯会〒156-0051 金属床による総義歯の提供
　経堂歯科医院 世田谷区宮坂三丁目４番１号　ラ       （金属総義歯）第  8953号                徴収開始年月日：平成18年10月31日

イオンズマンション２０５号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          01:白金                                               500,000    500,000    
          02:金                                                 500,000    500,000    
          03:コバルト                                           300,000    300,000    
          04:チタン                                             500,000    500,000    
                                金パラ                          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  2928号                  徴収開始年月日：平成18年10月31日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      2,000          
          02:小窩裂溝填塞      1,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,8615,2 成城デンタルクリニッ〒157-0066 金属床による総義歯の提供

ク 世田谷区成城二丁目１０番８号　       （金属総義歯）第  8475号                徴収開始年月日：平成16年 4月17日
ＳＤＣビル１階２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2652号                  徴収開始年月日：平成16年 4月17日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,8616,0 医療法人社団　志礼会〒156-0043 金属床による総義歯の提供

　下高井戸駅前歯科 世田谷区松原三丁目２７番２６号       （金属総義歯）第  8485号                徴収開始年月日：平成16年 5月28日
　京王下高井戸ビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          02:金                                                 500,000    500,000    
          03:コバルト                                           300,000    300,000    
          04:チタン                                             500,000    500,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,8629,3 大原歯科 〒156-0041 金属床による総義歯の提供

世田谷区大原二丁目２３番１９号       （金属総義歯）第  8552号                徴収開始年月日：平成16年11月 1日
　大原クリニック３階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2694号                  徴収開始年月日：平成16年11月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,8632,7 村松歯科医院 〒156-0044 金属床による総義歯の提供

世田谷区赤堤三丁目１４番６号　       （金属総義歯）第  8559号                徴収開始年月日：平成16年10月 1日
１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,8636,8 医療法人社団　昌伸会〒158-0081 金属床による総義歯の提供

　北村歯科クリニック世田谷区深沢二丁目１番１０号       （金属総義歯）第  8571号                徴収開始年月日：平成16年10月29日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    238

12,8637,6 原島歯科医院 〒158-0095 金属床による総義歯の提供
世田谷区瀬田四丁目２３番１３号       （金属総義歯）第  8579号                徴収開始年月日：平成16年10月 5日
　１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2707号                  徴収開始年月日：平成16年12月17日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      2,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,8639,2 ヨシエ歯科 〒155-0032 金属床による総義歯の提供

世田谷区代沢五丁目１７番６号　       （金属総義歯）第  8591号                徴収開始年月日：平成17年 1月 1日
はなぶビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,8642,6 ホワイトプラザ歯科 〒156-0055 う蝕に罹患している患者の指導管理

世田谷区船橋五丁目３３番１６号       （う蝕管理）第  3359号                  徴収開始年月日：平成23年 8月 2日
　ホワイトプラザ千歳船橋１階           継続管理種類  　      価格

          01:フッ化物局所      3,150          
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,8647,5 医療法人社団　寛眞会〒154-0012 金属床による総義歯の提供

　まつした歯科 世田谷区駒沢三丁目２７番８号       （金属総義歯）第  8640号                徴収開始年月日：平成17年 5月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           315,000    315,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,8654,1 医療法人社団　慶治会〒158-0081 金属床による総義歯の提供

　後藤歯科医院 世田谷区深沢一丁目１１番１０号       （金属総義歯）第  8680号                徴収開始年月日：平成17年 5月 1日
　１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           315,000               
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2761号                  徴収開始年月日：平成17年 5月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,050          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,8669,9 まつばら歯科クリニッ〒158-0097 金属床による総義歯の提供

ク 世田谷区用賀四丁目１６番１号　       （金属総義歯）第  8834号                徴収開始年月日：平成18年 4月10日
コートＴＫ１０３号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2847号                  徴収開始年月日：平成18年 4月10日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,8679,8 野村歯科医院 〒154-0024 金属床による総義歯の提供

世田谷区三軒茶屋一丁目３６番１       （金属総義歯）第  8853号                徴収開始年月日：平成18年 4月 1日
４号　１０１           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    239

12,8686,3 世田谷三丁目歯科 〒154-0017 金属床による総義歯の提供
世田谷区世田谷三丁目１番１１号       （金属総義歯）第  8923号                徴収開始年月日：平成18年 8月 1日
　           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2910号                  徴収開始年月日：平成18年 8月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      4,200          
          02:小窩裂溝填塞      5,250          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,8691,3 せたがや宮原歯科 〒154-0017 金属床による総義歯の提供

世田谷区世田谷四丁目２０番１１       （金属総義歯）第  8929号                徴収開始年月日：平成18年 9月 1日
号　１０２           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           500,000    500,000    
          04:チタン                                             700,000    700,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2914号                  徴収開始年月日：平成18年 9月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      5,000          
          02:小窩裂溝填塞      5,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,8692,1 医療法人社団　元直会〒158-0093 金属床による総義歯の提供

　浅野歯科クリニック世田谷区上野毛二丁目８番１１号       （金属総義歯）第  8950号                徴収開始年月日：平成18年 8月 1日
　１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          02:金                                                 650,000    650,000    
          04:チタン                                             400,000    400,000    
          03:コバルト                                           350,000    350,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2924号                  徴収開始年月日：平成18年 8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          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,8693,9 川田歯科医院 〒157-0062 金属床による総義歯の提供

世田谷区南烏山六丁目４番１０号       （金属総義歯）第  8958号                徴収開始年月日：平成18年 8月16日
　杉田ビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          02:金                                                 525,000    525,000    
          04:チタン                                             420,000    420,000    
          03:コバルト                                           367,500    367,500    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2929号                  徴収開始年月日：平成18年 8月16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      1,050          

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    240

12,8703,6 ふかざわ歯科クリニッ〒158-0081 金属床による総義歯の提供
ク 世田谷区深沢五丁目５番１６号　       （金属総義歯）第  9003号                徴収開始年月日：平成19年 2月 1日

ハーベストフカザワ３階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
                                コバルトクロム                  280,000    280,000    
          01:白金                                               350,000    350,000    
          04:チタン                                             430,000    430,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2957号                  徴収開始年月日：平成19年 2月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      2,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,8708,5 まるかわ歯科医院 〒157-0062 金属床による総義歯の提供

世田谷区南烏山六丁目５番１１号       （金属総義歯）第  9031号                徴収開始年月日：平成19年 2月 1日
　明光ビル本館３０１号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           262,500    262,500    
          01:白金                                               315,000    315,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,8712,7 伊藤歯科医院 〒155-0033 金属床による総義歯の提供

世田谷区代田一丁目４０番７号       （金属総義歯）第  9033号                徴収開始年月日：平成19年 4月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           380,000    380,000    
          04:チタン                                             680,000    680,000    
          01:白金                                               980,000    980,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2980号                  徴収開始年月日：平成19年 4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      5,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,8715,0 鈴木歯科医院 〒156-0044 金属床による総義歯の提供

世田谷区赤堤二丁目２番１号       （金属総義歯）第  9035号                徴収開始年月日：平成19年 2月18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                                             367,500    367,500    
          01:白金                                               630,000    630,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2982号                  徴収開始年月日：平成19年 2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      2,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,8729,1 新倉歯科医院 〒154-0002 金属床による総義歯の提供

世田谷区下馬六丁目１２番８号　       （金属総義歯）第  9085号                徴収開始年月日：平成19年 4月19日
学芸大サンハイツ１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           300,000    300,000    
          04:チタン                                             350,000    350,000    



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    241

12,8739,0 医療法人社団　奉歯会〒156-0044 金属床による総義歯の提供
　下高井戸歯科室 世田谷区赤堤五丁目４３番１号　       （金属総義歯）第  9160号                徴収開始年月日：平成19年11月 1日

２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           300,000    300,000    
          04:チタン                                             500,000    500,000    
                                １４Ｋ                          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  3065号                  徴収開始年月日：平成19年11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          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,8745,7 前川歯科医院 〒156-0044 金属床による総義歯の提供

世田谷区赤堤三丁目３番１３号　       （金属総義歯）第  9236号                徴収開始年月日：平成20年 1月 1日
赤堤マンション２階２０３           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           250,000    250,000    
          04:チタン                                             350,000    350,000    
          02:金                                                 800,000    800,000    
          01:白金                                               900,000    900,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  3125号                  徴収開始年月日：平成20年 1月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      2,000          
          02:小窩裂溝填塞      1,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,8747,3 あわしまデンタルオフ〒155-0032 う蝕に罹患している患者の指導管理

ィス 世田谷区代沢三丁目１４番４号　       （う蝕管理）第  3127号                  徴収開始年月日：平成20年 3月 1日
ＣＯＭＳ　ＤＡＩＺＡＷＡ１階、           継続管理種類  　      価格
地下１階           01:フッ化物局所      1,000          

          02:小窩裂溝填塞      1,000          
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,8748,1 中村歯科医院 〒156-0052 金属床による総義歯の提供

世田谷区経堂四丁目５番３号       （金属総義歯）第  9256号                徴収開始年月日：平成20年 2月 1日
          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    420,000    
          01:白金                                               945,000    945,000    

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    242

12,8752,3 石井歯科医院 〒156-0052 金属床による総義歯の提供
世田谷区経堂一丁目１２番８号       （金属総義歯）第  9258号                徴収開始年月日：平成20年 2月23日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
                                ニッケルクロム                  250,000    250,000    
          04:チタン                                             350,000    350,000    
          01:白金                                               600,000    600,000    
          02:金                                                 800,000    800,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  3139号                  徴収開始年月日：平成20年 2月23日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所        680          
          02:小窩裂溝填塞      2,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,8753,1 岩﨑歯科医院 〒156-0043 金属床による総義歯の提供

世田谷区松原二丁目４２番１３号       （金属総義歯）第  9259号                徴収開始年月日：平成20年 3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                                             350,000    350,000    
          02:金                                                 500,000    500,000    
          01:白金                                               600,000    600,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,8755,6 ふくだ歯科クリニック〒158-0097 金属床による総義歯の提供

世田谷区用賀四丁目９番２２号　       （金属総義歯）第  9777号                徴収開始年月日：平成25年 4月 1日
アラリアコート１０１           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          01:白金                                               450,000    450,000    
          04:チタン                                             450,000    450,000    
          03:コバルト                                           330,000    330,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,8764,8 若林駅前歯科 〒154-0023 う蝕に罹患している患者の指導管理

世田谷区若林四丁目１番３号       （う蝕管理）第  3163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        640          
          02:小窩裂溝填塞      1,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,8777,0 千歳歯科クリニック 〒156-0054 金属床による総義歯の提供

世田谷区桜丘五丁目２１番２号　       （金属総義歯）第  9368号                徴収開始年月日：平成21年 1月 1日
エスポワールビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           250,000    250,000    
          04:チタン                                             350,000    350,000    

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    243

12,8785,3 エヌデンタル中尾歯科〒158-0093 金属床による総義歯の提供
世田谷区上野毛一丁目１８番１３       （金属総義歯）第  9387号                徴収開始年月日：平成21年 5月 1日
号　小森ビル１階           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  3209号                  徴収開始年月日：平成21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      2,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,8796,0 ララデンタルオフィス〒154-0012 金属床による総義歯の提供

世田谷区駒沢二丁目６０番６号　       （金属総義歯）第  9408号                徴収開始年月日：平成21年 7月 1日
１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          02:金                                                 262,500    262,500    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  3227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          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,8797,8 医療法人社団　スマイ〒157-0066 う蝕に罹患している患者の指導管理

ルベア　キッズデンタ世田谷区成城六丁目１７番７号　       （う蝕管理）第  3229号                  徴収開始年月日：平成21年 7月 7日
ル成城 チェリーコート成城Ｄ－１           継続管理種類  　      価格

          01:フッ化物局所      3,150          
          02:小窩裂溝填塞      3,150          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,8815,8 はらだデンタルクリニ〒158-0083 金属床による総義歯の提供

ック 世田谷区奥沢六丁目２５番９号　       （金属総義歯）第  9448号                徴収開始年月日：平成21年12月 1日
ガーデンシティ奥沢１０３           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  3258号                  徴収開始年月日：平成21年12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          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,8833,1 二子玉川ライズファミ〒158-0094 金属床による総義歯の提供

リー歯科 世田谷区玉川一丁目１５番６号　       （金属総義歯）第  9637号                徴収開始年月日：平成23年10月 1日
二子玉川ライズプラザモール２０           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
５           02:金                                                 525,000    525,000    

          03:コバルト                                           315,000    315,000    
          04:チタン                                             367,500    367,500    

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    244

12,8848,9 烏山通り歯科 〒157-0061 金属床による総義歯の提供
世田谷区北烏山九丁目２３番３１       （金属総義歯）第  9554号                徴収開始年月日：平成23年 1月 1日
号　コンフォーレ烏山１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           350,000    350,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  3322号                  徴収開始年月日：平成23年 1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          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,8851,3 ヒロデンタルクリニッ〒154-0016 う蝕に罹患している患者の指導管理

ク 世田谷区弦巻四丁目８番１６号　       （う蝕管理）第  3333号                  徴収開始年月日：平成23年 4月 1日
クリエイトヒル弦巻１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          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,8854,7 安藤歯科医院 〒157-0066 金属床による総義歯の提供

世田谷区成城六丁目９番７号　笹       （金属総義歯）第  9577号                徴収開始年月日：平成23年 3月 3日
屋第一ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          01:白金                                               350,000    350,000    
          03:コバルト                                           200,000    200,000    
          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  3335号                  徴収開始年月日：平成23年 3月 3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          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,8858,8 ふじわら歯科医院 〒154-0002 金属床による総義歯の提供

世田谷区下馬二丁目２番１８号　       （金属総義歯）第  9596号                徴収開始年月日：平成23年 4月 1日
ブラン・ラファール下馬地下１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    420,000    
          02:金                                                 525,000    525,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  3350号                  徴収開始年月日：平成23年 4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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    245

12,8860,4 医療法人社団　桜宗会〒154-0015 金属床による総義歯の提供
　デンタルオフィス桜世田谷区桜新町二丁目９番６号　       （金属総義歯）第  9588号                徴収開始年月日：平成23年 4月 1日
新町 ＢＬＯＳＳＯＭ桜新町２階－Ａ           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           262,500    262,500    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  3347号                  徴収開始年月日：平成23年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,050          
          02:小窩裂溝填塞      1,050          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,8868,7 ききょう歯科医院 〒157-0072 金属床による総義歯の提供

世田谷区祖師谷三丁目３２番１４       （金属総義歯）第  9624号                徴収開始年月日：平成23年 7月 1日
号　富士屋ビル３階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           262,500    262,500    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,8875,2 医療法人社団　幸進会〒158-0086 金属床による総義歯の提供

　伊東歯科医院 世田谷区尾山台三丁目３４番８号       （金属総義歯）第  9643号                徴収開始年月日：平成23年 8月 1日
　金子ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          04:チタン                                             330,000               
          03:コバルト                                           230,000    280,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,8878,6 田川歯科医院 〒158-0083 予約に基づく診察

世田谷区奥沢五丁目４１番１３号       （予約診察）第     5号                  徴収開始年月日：平成24年 1月 1日
　第２サンコーポラス２階           診療科      予約料     予約料     予約料     予約料     予約料

          51:歯        3,000                                              
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,8883,6 押切歯科医院 〒158-0083 金属床による総義歯の提供

世田谷区奥沢四丁目２７番２号　       （金属総義歯）第  9662号                徴収開始年月日：平成23年11月 9日
１階           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  3387号                  徴収開始年月日：平成23年11月 9日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      2,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,8895,0 医療法人社団　北癒会〒158-0082 金属床による総義歯の提供

　尾山台歯科クリニッ世田谷区等々力五丁目５番９号　       （金属総義歯）第  9692号                徴収開始年月日：平成24年 4月 1日
ク 高橋ビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           350,000    350,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  3407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      3,000          
          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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    246

12,8911,5 医療法人社団　Ｔｅｅ〒154-0012 金属床による総義歯の提供
ｔｈ＆Ｐｅａｃｅ　駒世田谷区駒沢四丁目１８番２１号       （金属総義歯）第  9721号                徴収開始年月日：平成24年 6月 1日
沢パークサイド歯科口　田中ハイツ１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
腔外科           03:コバルト                                           270,000    270,000    

          04:チタン                                             350,000    350,000    
          02:金                                                 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  3423号                  徴収開始年月日：平成24年 6月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,000          
          02:小窩裂溝填塞      1,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,8920,6 ライオン歯科クリニッ〒157-0067 金属床による総義歯の提供

ク 世田谷区喜多見八丁目１８番１１       （金属総義歯）第  9741号                徴収開始年月日：平成24年10月17日
号　２０１           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           315,000    315,000    
          02:金                                                 420,000    420,000    
          04:チタン                                             525,000    525,000    
          01:白金                                               750,000    750,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,8924,8 いつこデンタルクリニ〒156-0043 金属床による総義歯の提供

ック 世田谷区松原二丁目４番２３号       （金属総義歯）第  9746号                徴収開始年月日：平成24年11月21日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           210,000    210,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,8939,6 たぐち歯科医院 〒156-0054 金属床による総義歯の提供

世田谷区桜丘二丁目２７番１１号       （金属総義歯）第  9779号                徴収開始年月日：平成25年 5月 1日
　レフィーノＫＭビル３階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           300,000    300,000    
          04:チタン                                             350,000    350,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  3455号                  徴収開始年月日：平成25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        500          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,8955,2 オカムラ歯科医院 〒158-0094 金属床による総義歯の提供

世田谷区玉川三丁目１番５号　カ       （金属総義歯）第  9795号                徴収開始年月日：平成25年 7月 1日
メリアコート二子玉川１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           250,000    200,000    
          01:白金                                               500,000    400,000    
          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  3461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      1,500          
          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

[　　　　　　　　 現在 作成         頁

報告内容医療機関番号

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    247

12,8966,9 飯田歯科医院 〒156-0052 金属床による総義歯の提供
世田谷区経堂三丁目２６番３号       （金属総義歯）第  9821号                徴収開始年月日：平成26年 2月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           270,000    270,000    
          04:チタン                                             350,000    350,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,8971,9 清水歯科医院 〒156-0045 金属床による総義歯の提供

世田谷区桜上水五丁目２３番１３       （金属総義歯）第  9845号                徴収開始年月日：平成26年 4月 1日
号　ラ・フォンターナ１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           250,000    250,000    
          04:チタン                                             375,000    375,000    
          01:白金                                               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  3481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      1,500          
          02:小窩裂溝填塞      1,500          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,8978,4 医療法人社団　永研会〒157-0062 金属床による総義歯の提供

　ちとせデンタルクリ世田谷区南烏山四丁目９番１４号       （金属総義歯）第  9987号                徴収開始年月日：平成29年 4月 5日
ニック 　南烏山ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           334,800    334,800    
          01:白金                                               756,000    756,000    
          04:チタン                                             410,400    410,400    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,8984,2 のぶしま歯科医院 〒158-0082 金属床による総義歯の提供

世田谷区等々力四丁目１番１１号       （金属総義歯）第  9878号                徴収開始年月日：平成26年 9月 1日
　デッセ小林１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           270,000    280,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  3494号                  徴収開始年月日：平成26年 9月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      2,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,8986,7 代沢デンタルクリニッ〒155-0032 金属床による総義歯の提供

ク 世田谷区代沢一丁目３番５号       （金属総義歯）第  9879号                徴収開始年月日：平成26年11月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          40:その他             ニッケルチタン                  250,000    250,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,8993,3 歯いしゃのケンさん 〒158-0094 う蝕に罹患している患者の指導管理

世田谷区玉川三丁目３８番１０号       （う蝕管理）第  3495号                  徴収開始年月日：平成26年12月 1日
　１階           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          

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    248

13,4218,7 新海歯科医院 〒150-0043 金属床による総義歯の提供
渋谷区道玄坂二丁目１０番７号　       （金属総義歯）第  2774号                徴収開始年月日：平成 6年 6月27日
新大宗ビル３階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           250,000    250,000    
          04:チタン                                             350,000    350,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13,4240,1 オリンピアクリニック〒150-0001 金属床による総義歯の提供

宮坂歯科 渋谷区神宮前六丁目３５番３号       （金属総義歯）第  2778号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1066号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13,4326,8 高橋歯科医院 〒150-0002 金属床による総義歯の提供

渋谷区渋谷一丁目９番５号       （金属総義歯）第  2793号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13,4331,8 医療法人社団　歯周会〒151-0051 金属床による総義歯の提供

　西堀歯科医院 渋谷区千駄ヶ谷一丁目３０番８号       （金属総義歯）第  2795号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
　ダヴィンチ千駄ヶ谷４階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   594号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13,4336,7 佐野歯科医院 〒150-0002 う蝕に罹患している患者の指導管理

渋谷区渋谷三丁目１８番７号　窪       （う蝕管理）第   320号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
島ビル５階           継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13,4357,3 木下歯科医院 〒150-0001 金属床による総義歯の提供

渋谷区神宮前二丁目３３番１６号       （金属総義歯）第  2801号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
　チサンマンション原宿４階４０           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
５

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13,4362,3 小山歯科医院 〒151-0073 金属床による総義歯の提供

渋谷区笹塚二丁目３１番２号       （金属総義歯）第  2803号                徴収開始年月日：平成 6年 6月28日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           235,000    235,000    
          04:チタン                                             420,000    420,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1391号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月28日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13,4377,1 ユニオン歯科医院 〒150-0022 金属床による総義歯の提供

渋谷区恵比寿南一丁目２番１０号       （金属総義歯）第  2813号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
　エビスユニオンビル３階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          01:白金                                               500,000    500,000    
          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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    249

13,4388,8 デンタルクリニック青〒150-0001 金属床による総義歯の提供
木 渋谷区神宮前六丁目５番６号　綜       （金属総義歯）第  2815号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日

合ビル４０１号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13,4408,4 大浦歯科医院 〒151-0072 金属床による総義歯の提供

渋谷区幡ヶ谷二丁目８番１０号　       （金属総義歯）第  2824号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
リツシエル幡ケ谷２０７           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13,4417,5 千駄谷歯科クリニック〒151-0051 金属床による総義歯の提供

渋谷区千駄ヶ谷三丁目１４番９号       （金属総義歯）第  2825号                徴収開始年月日：平成 6年 6月13日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13,4424,1 伊波歯科医院 〒150-0043 金属床による総義歯の提供

渋谷区道玄坂二丁目２９番１９号       （金属総義歯）第  2826号                徴収開始年月日：平成 6年 9月 1日
　関口ビル４階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13,4443,1 袖山歯科医院 〒151-0061 金属床による総義歯の提供

渋谷区初台一丁目３９番６号       （金属総義歯）第  2828号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   709号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,050          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13,4446,4 石川歯科クリニック 〒151-0073 金属床による総義歯の提供

渋谷区笹塚二丁目２２番５号　セ       （金属総義歯）第  2830号                徴収開始年月日：平成 7年 1月19日
イワパラシオン笹塚           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13,4461,3 東條歯科医院 〒151-0061 金属床による総義歯の提供

渋谷区初台一丁目５０番４号　ラ       （金属総義歯）第  2832号                徴収開始年月日：平成 7年12月 1日
イオンズマンション初台２０１号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13,4465,4 宮本歯科医院 〒150-0022 金属床による総義歯の提供

渋谷区恵比寿南二丁目９番５号　       （金属総義歯）第  2834号                徴収開始年月日：平成 6年10月25日
恵比寿南ハウス１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13,4472,0 西堀歯科医院 〒151-0066 金属床による総義歯の提供

渋谷区西原三丁目２０番７号　南       （金属総義歯）第  2837号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
ビル４階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13,4495,1 小山歯科クリニック 〒151-0064 金属床による総義歯の提供

渋谷区上原一丁目３５番２号　野       （金属総義歯）第  2841号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
口ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    250

13,4497,7 クォードレイトデンタ〒150-0022 金属床による総義歯の提供
ルオフィス 渋谷区恵比寿南一丁目２番１２号       （金属総義歯）第  2842号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日

　ブラウンヴェセル３０１           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   792号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13,4506,5 小山歯科クリニック 〒150-0002 金属床による総義歯の提供

渋谷区渋谷一丁目２４番５号　ド       （金属総義歯）第  2844号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
クターズビル３階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13,4517,2 山崎歯科医院 〒151-0072 う蝕に罹患している患者の指導管理

渋谷区幡ヶ谷一丁目３３番１号　       （う蝕管理）第  1159号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
シャトーフタバ３階           継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13,4528,9 五味歯科医院 〒150-0011 金属床による総義歯の提供

渋谷区東三丁目２５番７号　永源       （金属総義歯）第  2848号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1073号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13,4529,7 佐々木歯科医院 〒150-0043 う蝕に罹患している患者の指導管理

渋谷区道玄坂二丁目１１番３号　       （う蝕管理）第  1276号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
ストークビル３０２           継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13,4530,5 野元歯科医院 〒150-0031 金属床による総義歯の提供

渋谷区桜丘町１０番６号       （金属総義歯）第  2849号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13,4532,1 坂本歯科医院 〒151-0051 金属床による総義歯の提供

渋谷区千駄ヶ谷三丁目１３番１４       （金属総義歯）第  2850号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
号　ストーク千駄ヶ谷２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13,4539,6 元代々木歯科医院 〒151-0062 金属床による総義歯の提供

渋谷区元代々木町５５番７号　元       （金属総義歯）第  2852号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
代々木桜苑マンション１０１           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   971号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所        800          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13,4550,3 飯野歯科医院 〒151-0065 金属床による総義歯の提供

渋谷区大山町９番９号       （金属総義歯）第  2853号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    251

13,4551,1 田中歯科クリニック 〒151-0053 金属床による総義歯の提供
渋谷区代々木一丁目５８番７号       （金属総義歯）第  2854号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1217号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13,4560,2 石崎歯科医院 〒150-0002 金属床による総義歯の提供

渋谷区渋谷一丁目２４番７号　宮       （金属総義歯）第  2861号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
下パークビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13,4569,3 桧垣歯科医院 〒151-0073 う蝕に罹患している患者の指導管理

渋谷区笹塚一丁目５６番６号　ク       （う蝕管理）第   947号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
レセントプラザ笹塚４０Ａ           継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13,4591,7 中平歯科医院 〒151-0071 金属床による総義歯の提供

渋谷区本町二丁目５番１号       （金属総義歯）第  2858号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13,4598,2 あけぼの歯科医院 〒150-0031 金属床による総義歯の提供

渋谷区桜丘町１６番２号　曙ビル       （金属総義歯）第  2860号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13,4611,3 篠原歯科医院 〒151-0073 金属床による総義歯の提供

渋谷区笹塚三丁目５８番１８号       （金属総義歯）第  2864号                徴収開始年月日：平成 6年 8月 8日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13,4625,3 市古歯科医院 〒151-0064 金属床による総義歯の提供

渋谷区上原三丁目３３番１６号       （金属総義歯）第  2867号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1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   137号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13,4635,2 岸歯科医院 〒151-0066 金属床による総義歯の提供

渋谷区西原三丁目１番６号　岸ビ       （金属総義歯）第  2870号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
ル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           250,000               
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13,4636,0 大月歯科医院 〒150-0047 金属床による総義歯の提供

渋谷区神山町４０番４号       （金属総義歯）第  2871号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   569号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    252

13,4638,6 佐々木歯科医院 〒150-0021 金属床による総義歯の提供
渋谷区恵比寿西一丁目３０番１号       （金属総義歯）第  2872号                徴収開始年月日：平成 6年 7月22日
　シーズ代官山           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          04:チタン                                             262,500               
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13,4640,2 木下歯科医院 〒150-0013 金属床による総義歯の提供

渋谷区恵比寿四丁目６番１０号　       （金属総義歯）第  6553号                徴収開始年月日：平成 8年12月20日
恵比寿ホークビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13,4643,6 矢作歯科医院 〒151-0053 金属床による総義歯の提供

渋谷区代々木一丁目３７番１８号       （金属総義歯）第  2874号                徴収開始年月日：平成 6年 6月16日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13,4647,7 久保田歯科 〒151-0051 金属床による総義歯の提供

渋谷区千駄ヶ谷一丁目３番１７号       （金属総義歯）第  2875号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13,4649,3 寺坂歯科医院 〒151-0066 金属床による総義歯の提供

渋谷区西原三丁目３２番６号       （金属総義歯）第  2877号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1059号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13,4651,9 永井歯科医院 〒150-0022 金属床による総義歯の提供

渋谷区恵比寿南三丁目２番１８号       （金属総義歯）第  2878号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13,4652,7 菅原歯科 〒151-0073 金属床による総義歯の提供

渋谷区笹塚一丁目５７番５号　松       （金属総義歯）第  2879号                徴収開始年月日：平成 6年 7月 1日
吉ビル２階・３階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   939号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13,4653,5 笠茂歯科医院 〒151-0051 金属床による総義歯の提供

渋谷区千駄ヶ谷五丁目５番３号       （金属総義歯）第  2880号                徴収開始年月日：平成 7年 3月 2日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13,4654,3 とがわ歯科 〒150-0043 金属床による総義歯の提供

渋谷区道玄坂二丁目３番２号　大       （金属総義歯）第  2881号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
外ビル５階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          01:白金                                               525,000    525,000    
          02:金                                                 525,000    525,000    
          03:コバルト                                           315,000    315,000    
          04:チタン                                             525,000    525,000    



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    253

13,4666,7 児玉歯科医院 〒150-0002 金属床による総義歯の提供
渋谷区渋谷二丁目２０番１１号　       （金属総義歯）第  2884号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 6日
渋谷協和ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13,4668,3 聖歯科医院 〒150-0022 金属床による総義歯の提供

渋谷区恵比寿南二丁目９番４号　       （金属総義歯）第  2885号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
安島ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13,4675,8 医療法人社団　佐藤歯〒150-0043 金属床による総義歯の提供

科診療所 渋谷区道玄坂一丁目１７番５号　       （金属総義歯）第  2891号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 4日
佐藤ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13,4676,6 医療法人社団　臨学会〒151-0071 金属床による総義歯の提供

　初台歯科医院 渋谷区本町二丁目３３番２号　初       （金属総義歯）第  2893号                徴収開始年月日：平成 6年10月 1日
台ワールドマンション２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           250,000    250,000    
          04:チタン                                                        600,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13,4685,7 富士見丘歯科 〒151-0073 金属床による総義歯の提供

渋谷区笹塚三丁目１７番４号　に       （金属総義歯）第  2899号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
しのビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13,4692,3 伊達坂歯科医院 〒150-0013 金属床による総義歯の提供

渋谷区恵比寿三丁目４番３号       （金属総義歯）第  2903号                徴収開始年月日：平成 6年 6月17日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           350,000               

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13,4696,4 道玄坂歯科医院 〒150-0043 金属床による総義歯の提供

渋谷区道玄坂二丁目１０番７号　       （金属総義歯）第  2906号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
新大宗ビル５号館３階３５０号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   372号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13,4701,2 大内歯科医院 〒150-0013 う蝕に罹患している患者の指導管理

渋谷区恵比寿一丁目２２番１５号       （う蝕管理）第  1230号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13,4703,8 サイトウ歯科医院 〒150-0011 金属床による総義歯の提供

渋谷区東一丁目３番１号　カミニ       （金属総義歯）第  2908号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
ートビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1562号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    254

13,4726,9 小沢歯科医院 〒150-0011 金属床による総義歯の提供
渋谷区東三丁目１４番１５号　Ｍ       （金属総義歯）第  2917号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
Ｏビル３階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1088号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13,4739,2 藤田歯科医院 〒151-0051 金属床による総義歯の提供

渋谷区千駄ヶ谷五丁目２３番６号       （金属総義歯）第  2922号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
　平沢ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13,4743,4 ナガタ歯科医院 〒150-0002 金属床による総義歯の提供

渋谷区渋谷二丁目１１番１号　ナ       （金属総義歯）第  2924号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
ガタビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13,4745,9 まき歯科 〒150-0033 金属床による総義歯の提供

渋谷区猿楽町１０番１１号　ＦＯ       （金属総義歯）第  2925号                徴収開始年月日：平成 6年 7月 1日
ＮＳ代官山２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   856号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13,4747,5 医療法人財団　東京勤〒151-0051 金属床による総義歯の提供

労者医療会　代々木歯渋谷区千駄ヶ谷五丁目１２番１２       （金属総義歯）第  9847号                徴収開始年月日：平成26年 4月 1日
科 号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

                                チタン合金                      221,400    221,400    
                                純チタン                        221,400    221,400    
          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  1007号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13,4761,6 リキ歯科クリニック 〒150-0034 金属床による総義歯の提供

渋谷区代官山町１４番２４号　ワ       （金属総義歯）第  2931号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
イエム代官山２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13,4765,7 くまがい歯科 〒150-0041 金属床による総義歯の提供

渋谷区神南一丁目９番２号　大畠       （金属総義歯）第  2932号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
ビル２０１           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13,4776,4 石河歯科医院 〒150-0013 金属床による総義歯の提供

渋谷区恵比寿四丁目５番２５号　       （金属総義歯）第  2936号                徴収開始年月日：平成 6年 9月13日
シャンボール恵比寿１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1032号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    255

13,4778,0 野田歯科医院 〒150-0001 金属床による総義歯の提供
渋谷区神宮前五丁目３番１１号       （金属総義歯）第  2937号                徴収開始年月日：平成 7年 5月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13,4792,1 小池歯科医院 〒151-0053 う蝕に罹患している患者の指導管理

渋谷区代々木二丁目４２番３号       （う蝕管理）第   901号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13,4813,5 医療法人社団　孝明会〒150-0001 金属床による総義歯の提供

　原宿デンタルクリニ渋谷区神宮前六丁目２９番３号　       （金属総義歯）第  8542号                徴収開始年月日：平成16年 9月17日
ック 原宿ＫＹビル７階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13,4814,3 平野歯科医院 〒151-0073 金属床による総義歯の提供

渋谷区笹塚三丁目３９番６号       （金属総義歯）第  6115号                徴収開始年月日：平成 7年12月26日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          04:チタン                                             250,000               

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13,4820,0 表参道小林デンタルク〒150-0001 金属床による総義歯の提供

リニック 渋谷区神宮前四丁目２９番４号　       （金属総義歯）第  6270号                徴収開始年月日：平成 8年 7月 1日
榎本ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1726号                  徴収開始年月日：平成 9年12月22日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13,4822,6 全国設計事務所健康保〒151-0051 金属床による総義歯の提供

険組合　歯科診療所 渋谷区千駄ヶ谷二丁目３７番９号       （金属総義歯）第  6348号                徴収開始年月日：平成 8年 7月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   681号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13,4826,7 堤歯科クリニック 〒151-0053 金属床による総義歯の提供

渋谷区代々木二丁目１４番１号　       （金属総義歯）第  6434号                徴収開始年月日：平成 8年10月 1日
新宿松本ビル４階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13,4827,5 松尾歯科 〒150-0002 金属床による総義歯の提供

渋谷区渋谷一丁目１２番１２号　       （金属総義歯）第  6435号                徴収開始年月日：平成 8年 8月19日
宮益坂東豊エステート３０３           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           315,000    315,000    
          04:チタン                                             500,000    500,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13,4828,3 宮澤歯科医院 〒151-0071 金属床による総義歯の提供

渋谷区本町三丁目５３番２号　す       （金属総義歯）第  6436号                徴収開始年月日：平成 8年 8月 1日
まやビル２０１           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   773号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    256

13,4846,5 医療法人社団　正衛会〒150-0022 金属床による総義歯の提供
　アトレ恵比寿６階歯渋谷区恵比寿南一丁目５番５号　       （金属総義歯）第  8521号                徴収開始年月日：平成16年 8月 2日
科 アトレ恵比寿６階６０８０号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13,4852,3 デンタルクリニック海〒151-0053 金属床による総義歯の提供

南 渋谷区代々木二丁目２０番１７号       （金属総義歯）第  6943号                徴収開始年月日：平成10年 1月30日
　海南ビル３階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1744号                  徴収開始年月日：平成10年 1月30日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13,4872,1 節歯科クリニック 〒150-0033 金属床による総義歯の提供

渋谷区猿楽町９番２号　ミストラ       （金属総義歯）第  7257号                徴収開始年月日：平成10年12月 6日
ル代官山ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1949号                  徴収開始年月日：平成10年12月 6日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13,4875,4 医療法人社団　博史会〒150-0001 金属床による総義歯の提供

　神宮前堤歯科医院 渋谷区神宮前三丁目１４番６号　       （金属総義歯）第  7306号                徴収開始年月日：平成11年 3月 1日
堤ビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1968号                  徴収開始年月日：平成11年 3月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,050          
          02:小窩裂溝填塞      1,050          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13,4876,2 神宮前デンタルクリニ〒150-0001 金属床による総義歯の提供

ック 渋谷区神宮前六丁目２３番３号　       （金属総義歯）第  7307号                徴収開始年月日：平成11年 4月 9日
第９ＳＹビル６階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13,4880,4 医療法人社団　俊英会〒150-0001 金属床による総義歯の提供

　斉藤歯科医院 渋谷区神宮前六丁目１９番１２号       （金属総義歯）第  7346号                徴収開始年月日：平成11年 3月 1日
　アオヤマビル８階           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  1982号                  徴収開始年月日：平成11年 3月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13,4881,2 渋谷デンタルオフィス〒150-0044 金属床による総義歯の提供

渋谷区円山町５番２号　第２伊藤       （金属総義歯）第  7347号                徴収開始年月日：平成11年 6月 1日
ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2004号                  徴収開始年月日：平成11年 6月 1日
          継続管理種類  　      価格

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    257

13,4882,0 本間歯科医院 〒150-0002 金属床による総義歯の提供
渋谷区渋谷三丁目２番１１号　ア       （金属総義歯）第  7348号                徴収開始年月日：平成11年 4月 8日
ルス渋谷八幡坂１０１           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13,4884,6 医療法人社団　愛心会〒150-0021 金属床による総義歯の提供

　三愛歯科医院 渋谷区恵比寿西一丁目６番７号　       （金属総義歯）第  7416号                徴収開始年月日：平成11年 7月 1日
サニーガーデン１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2031号                  徴収開始年月日：平成11年 7月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13,4885,3 津村歯科医院 〒150-0021 金属床による総義歯の提供

渋谷区恵比寿西一丁目２１番６号       （金属総義歯）第  7541号                徴収開始年月日：平成11年12月20日
　恵比寿西ビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13,4895,2 五十嵐歯科医院 〒150-0047 金属床による総義歯の提供

渋谷区神山町６番６号　五十嵐ビ       （金属総義歯）第  7542号                徴収開始年月日：平成11年12月 1日
ル１０１号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          04:チタン                                             367,500    367,500    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2099号                  徴収開始年月日：平成11年12月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,050          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13,4900,0 おのえ歯科医院 〒150-0012 金属床による総義歯の提供

渋谷区広尾五丁目１６番２号　Ｔ       （金属総義歯）第  7563号                徴収開始年月日：平成12年 1月 8日
＆Ｋビル３階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2119号                  徴収開始年月日：平成12年 1月 8日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13,4903,4 医療法人社団　博友会〒150-0046 金属床による総義歯の提供

　金井歯科医院 渋谷区松濤一丁目２９番２１号　       （金属総義歯）第  7604号                徴収開始年月日：平成11年12月 1日
平松ビルサンビューハイツ松濤１           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
０２           03:コバルト                                           270,000    270,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13,4905,9 大泉歯科医院 〒150-0002 金属床による総義歯の提供

渋谷区渋谷三丁目１６番１号　不       （金属総義歯）第  7715号                徴収開始年月日：平成12年 7月12日
二ビルディング渋谷７階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13,4909,1 神谷歯科　渋谷マーク〒150-0043 金属床による総義歯の提供

シティ診療所 渋谷区道玄坂一丁目１２番１号　       （金属総義歯）第  7644号                徴収開始年月日：平成12年 5月 8日
渋谷マークシティウェスト１１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2176号                  徴収開始年月日：平成12年 5月 8日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      3,150          



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    258

13,4916,6 医療法人社団　紫雄会〒150-0043 金属床による総義歯の提供
　マークシティ酒井歯渋谷区道玄坂一丁目１２番１号　       （金属総義歯）第  7648号                徴収開始年月日：平成12年 6月 1日
科室 渋谷マークシティウエスト５階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2179号                  徴収開始年月日：平成12年 6月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13,4921,6 川又歯科クリニック 〒150-0022 金属床による総義歯の提供

渋谷区恵比寿南一丁目１６番１１       （金属総義歯）第  7741号                徴収開始年月日：平成12年 8月 7日
号　ＡＢＣ・ＷＡＣＯビル５階５           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
０１号室 う蝕に罹患している患者の指導管理

      （う蝕管理）第  2246号                  徴収開始年月日：平成12年 8月 7日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13,4936,4 こんの歯科クリニック〒151-0073 金属床による総義歯の提供

渋谷区笹塚三丁目１３番８号　エ       （金属総義歯）第  7872号                徴収開始年月日：平成13年 4月 1日
ーデルハイム１階           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  2332号                  徴収開始年月日：平成13年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13,4953,9 マインズタワーデンタ〒151-0053 金属床による総義歯の提供

ルクリニック 渋谷区代々木二丁目１番１号　新       （金属総義歯）第  7976号                徴収開始年月日：平成13年 8月 1日
宿マインズタワー地下１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13,4958,8 医療法人社団　秀鳳会〒151-0053 金属床による総義歯の提供

　メディカルセンター渋谷区代々木二丁目１６番７号　       （金属総義歯）第  7992号                徴収開始年月日：平成13年10月 1日
歯科 山葉ビル３階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2386号                  徴収開始年月日：平成13年10月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13,4964,6 山下歯科医院 〒150-0013 金属床による総義歯の提供

渋谷区恵比寿二丁目１２番１３号       （金属総義歯）第  8045号                徴収開始年月日：平成14年 1月 4日
　１階・地下１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           300,000    300,000    
          04:チタン                                             350,000    350,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13,4965,3 渋谷区歯科医師会　渋〒150-0011 金属床による総義歯の提供

谷区口腔保健支援セン渋谷区東三丁目１４番１３号　渋       （金属総義歯）第  8063号                徴収開始年月日：平成14年 4月 1日
ター　プラザ歯科診療谷区ひがし健康プラザ２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
所 う蝕に罹患している患者の指導管理

      （う蝕管理）第  2417号                  徴収開始年月日：平成14年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所        840          



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    259

13,4968,7 医療法人　みどり森会〒151-0061 金属床による総義歯の提供
　ライオンズ歯科初台渋谷区初台一丁目５４番４号　初       （金属総義歯）第  8079号                徴収開始年月日：平成14年 3月 2日

台スカイレジテル２１１号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2427号                  徴収開始年月日：平成14年 3月 2日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13,4972,9 コアデンタルサトウ 〒151-0063 金属床による総義歯の提供

渋谷区富ヶ谷一丁目１４番９号　       （金属総義歯）第  8115号                徴収開始年月日：平成14年 6月 1日
グリーンコアＬ渋谷１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13,4976,0 マツバラ歯科医院 〒150-0013 金属床による総義歯の提供

渋谷区恵比寿一丁目１３番１０号       （金属総義歯）第  8121号                徴収開始年月日：平成14年 6月 1日
　恵比寿壱番館２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2449号                  徴収開始年月日：平成14年 6月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      2,100          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13,4987,7 神宮前原崎歯科医院 〒150-0001 金属床による総義歯の提供

渋谷区神宮前六丁目９番６号　地       （金属総義歯）第  8170号                徴収開始年月日：平成17年 9月 2日
下１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13,4994,3 たぐち歯科医院 〒151-0064 金属床による総義歯の提供

渋谷区上原三丁目４４番１０号       （金属総義歯）第  8272号                徴収開始年月日：平成15年 5月19日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13,4998,4 吉富歯科 〒151-0063 う蝕に罹患している患者の指導管理

渋谷区富ヶ谷一丁目５３番２号　       （う蝕管理）第  2491号                  徴収開始年月日：平成15年 2月 1日
レオマックビル３０１           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          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13,8005,4 医療法人社団　旧帝会〒151-0051 金属床による総義歯の提供

　ドイデンタル原宿ク渋谷区千駄ヶ谷三丁目１３番２０       （金属総義歯）第  8250号                徴収開始年月日：平成15年 3月 1日
リニック 号　第七宮庭マンション１０３号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

室 う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2500号                  徴収開始年月日：平成15年 3月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13,8010,4 山崎歯科医院 〒150-0011 金属床による総義歯の提供

渋谷区東一丁目２５番５号　小俣       （金属総義歯）第  8283号                徴収開始年月日：平成15年 6月11日
ビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2530号                  徴収開始年月日：平成15年 6月11日
          継続管理種類  　      価格



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    260

13,8011,2 おくはた歯科クリニッ〒151-0071 金属床による総義歯の提供
ク 渋谷区本町五丁目３９番４号       （金属総義歯）第  8292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                                           273,000    273,000    
          04:チタン                                             315,000    315,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13,8022,9 笹塚歯科 〒151-0073 金属床による総義歯の提供

渋谷区笹塚三丁目９番３号　１０       （金属総義歯）第  8373号                徴収開始年月日：平成15年11月 1日
１           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2588号                  徴収開始年月日：平成15年11月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13,8028,6 高橋歯科医院 〒150-0034 金属床による総義歯の提供

渋谷区代官山町１０番１０号　代       （金属総義歯）第  8397号                徴収開始年月日：平成16年 1月 1日
官山トゥエルブ２Ｄ           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2600号                  徴収開始年月日：平成16年 1月 5日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13,8036,9 恵比寿ミカ歯科クリニ〒150-0013 金属床による総義歯の提供

ック 渋谷区恵比寿一丁目２２番２３号       （金属総義歯）第  8428号                徴収開始年月日：平成16年 4月 1日
　ヴェラハイツ恵比寿１０４           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13,8041,9 アイダデンタルクリニ〒150-0021 金属床による総義歯の提供

ック 渋谷区恵比寿西一丁目４番４号　       （金属総義歯）第  8457号                徴収開始年月日：平成16年 5月 6日
１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2641号                  徴収開始年月日：平成16年 5月 6日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13,8045,0 原宿ファースト歯科 〒150-0001 金属床による総義歯の提供

渋谷区神宮前一丁目１１番１１号       （金属総義歯）第  8936号                徴収開始年月日：平成18年 4月 1日
　グリーンファンタジア２１０号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          01:白金                                               450,000    450,000    
          02:金                                                 400,000    400,000    
          03:コバルト                                           350,000    350,000    
          04:チタン                                             400,000    400,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13,8052,6 明海大学ＰＤＩ東京歯〒151-0053 金属床による総義歯の提供

科診療所 渋谷区代々木一丁目３８番２号　       （金属総義歯）第  8539号                徴収開始年月日：平成16年 9月 1日
ミヤタビル１階・２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2685号                  徴収開始年月日：平成16年 9月 1日
          継続管理種類  　      価格

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    261

13,8060,9 杉野歯科クリニック 〒151-0073 金属床による総義歯の提供
渋谷区笹塚二丁目１番１２号　プ       （金属総義歯）第  8565号                徴収開始年月日：平成16年12月 1日
レール・ドゥーク笹塚１０１号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13,8062,5 和歌矯正歯科 〒150-0022 う蝕に罹患している患者の指導管理

渋谷区恵比寿南一丁目１３番１１       （う蝕管理）第  2705号                  徴収開始年月日：平成17年 1月 1日
号　ヴェール３０２           継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13,8077,3 大月歯科医院 〒151-0061 金属床による総義歯の提供

渋谷区初台一丁目４７番３号　日       （金属総義歯）第  8707号                徴収開始年月日：平成17年 5月26日
本生命ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13,8097,1 医療法人社団　幸成会〒151-0073 金属床による総義歯の提供

　笹塚歯科クリニック渋谷区笹塚一丁目１６番３号　笹       （金属総義歯）第  8902号                徴収開始年月日：平成18年 6月 1日
塚百瀬ビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2898号                  徴収開始年月日：平成18年 6月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      3,150          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13,8105,2 たかだ歯科クリニック〒150-0012 金属床による総義歯の提供

渋谷区広尾五丁目１６番３号　小       （金属総義歯）第  8982号                徴収開始年月日：平成19年 1月 1日
安ビル３階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           262,500    262,500    
          02:金                                                 420,000    420,000    
          04:チタン                                             315,000    315,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13,8106,0 医療法人社団　桜津会〒151-0051 金属床による総義歯の提供

　パルテノン歯科 渋谷区千駄ヶ谷三丁目５５番１１       （金属総義歯）第  8993号                徴収開始年月日：平成19年 1月10日
号　ヴィラパルテノンアネックス           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
１０１                                 金銀パラジウム合金              262,500    262,500    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13,8110,2 鈴木歯科医院 〒150-0001 金属床による総義歯の提供

渋谷区神宮前六丁目２３番５号       （金属総義歯）第  9062号                徴収開始年月日：平成19年 2月14日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           300,000    300,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13,8127,6 医療法人社団　快美会〒150-0002 う蝕に罹患している患者の指導管理

　松野矯正歯科クリニ渋谷区渋谷一丁目９番８号　宮益       （う蝕管理）第  3066号                  徴収開始年月日：平成19年 9月 1日
ック 坂センスビル４階           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

[　　　　　　　　 現在 作成         頁

報告内容医療機関番号

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    262

13,8136,7 ルートデンタルクリニ〒150-0012 金属床による総義歯の提供
ック 渋谷区広尾五丁目５番１号　田中       （金属総義歯）第  9272号                徴収開始年月日：平成20年 4月 1日

ビル３階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           300,000    300,000    
          02:金                                                 400,000    400,000    
          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  3145号                  徴収開始年月日：平成20年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,000          
          02:小窩裂溝填塞        550          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13,8142,5 高宮歯科医院 〒150-0002 金属床による総義歯の提供

渋谷区渋谷二丁目２２番７号　新       （金属総義歯）第  9345号                徴収開始年月日：平成20年11月 1日
生ビル４階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          01:白金                                               840,000    840,000    
          04:チタン                                             630,000    630,000    
          03:コバルト                                           420,000    420,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13,8148,2 ルネス青山デンタルク〒150-0001 金属床による総義歯の提供

リニック 渋谷区神宮前五丁目３８番４号       （金属総義歯）第  9336号                徴収開始年月日：平成20年10月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           400,000    400,000    
          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  3179号                  徴収開始年月日：平成20年10月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,500          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13,8150,8 青山通り表参道歯科ク〒150-0001 金属床による総義歯の提供

リニック 渋谷区神宮前五丁目４６番１２号       （金属総義歯）第  9346号                徴収開始年月日：平成20年11月 1日
　長壁ビル地下１階・１階           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  3186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      3,000          
          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

[　　　　　　　　 現在 作成         頁

報告内容医療機関番号

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    263

13,8154,0 代々木公園にいみ歯科〒151-0063 金属床による総義歯の提供
医院 渋谷区富ヶ谷一丁目９番１５号　       （金属総義歯）第  9355号                徴収開始年月日：平成20年12月 1日

下岡ビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           300,000    300,000    
          04:チタン                                             500,000    500,000    
          01:白金                                               700,000    700,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  3191号                  徴収開始年月日：平成20年12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          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13,8160,7 橋本歯科クリニック 〒150-0002 う蝕に罹患している患者の指導管理

渋谷区渋谷二丁目９番１１号　青       （う蝕管理）第  3203号                  徴収開始年月日：平成21年 4月 1日
山シティビル１階           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          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13,8162,3 医療法人社団　東杏会〒150-0001 金属床による総義歯の提供

　ベルエアガーデン歯渋谷区神宮前四丁目１１番６号　       （金属総義歯）第  9396号                徴収開始年月日：平成21年 4月 1日
科 表参道千代田ビル５階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          01:白金                                               682,500    682,500    
          04:チタン                                             682,500    682,500    
                                バイタリューム                  577,500    577,500    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  3216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      3,150          
          02:小窩裂溝填塞      3,150          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13,8187,0 松尾歯科医院 〒150-0043 金属床による総義歯の提供

渋谷区道玄坂二丁目２５番６号       （金属総義歯）第  9547号                徴収開始年月日：平成22年10月28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                                             500,000    500,000    
          01:白金                                             1,000,000  1,000,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13,8189,6 向井歯科 〒150-0022 金属床による総義歯の提供

渋谷区恵比寿南二丁目３番３号　       （金属総義歯）第  9570号                徴収開始年月日：平成23年 1月17日
第１エビスマンション３０８           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          04:チタン                                             500,000    500,000    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    264

13,8201,9 斎藤歯科クリニック 〒151-0051 金属床による総義歯の提供
渋谷区千駄ヶ谷三丁目２６番５号       （金属総義歯）第  9634号                徴収開始年月日：平成23年 8月 1日
　金子ビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          02:金                                                 630,000    630,000    
          04:チタン                                             420,000    420,000    
          03:コバルト                                           315,000    315,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13,8204,3 みやけ歯科医院 〒151-0064 金属床による総義歯の提供

渋谷区上原一丁目３２番１８号　       （金属総義歯）第  9651号                徴収開始年月日：平成23年10月 1日
ＹＹビル　代々木上原第２　２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           300,000    300,000    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13,8221,7 松浦歯科医院 〒150-0001 金属床による総義歯の提供

渋谷区神宮前五丁目５０番６号　       （金属総義歯）第  9722号                徴収開始年月日：平成24年 5月13日
青山サクセスビル３階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           250,000    200,000    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13,8223,3 小野田歯科医院 〒151-0071 金属床による総義歯の提供

渋谷区本町三丁目３５番１７号　       （金属総義歯）第  9723号                徴収開始年月日：平成24年 7月 1日
イマス・エス・イービル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          04:チタン                                             300,000    300,000    
          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  3424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      2,000          
          02:小窩裂溝填塞      1,500          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13,8230,8 ウエストデンタルクリ〒150-0002 金属床による総義歯の提供

ニック 渋谷区渋谷三丁目７番１号　高山       （金属総義歯）第  9738号                徴収開始年月日：平成24年 8月18日
ランド第１２ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          01:白金                                               300,000    300,000    
          04:チタン                                             250,000    250,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13,8231,6 オカムラ歯科医院 〒150-0042 金属床による総義歯の提供

渋谷区宇田川町３番１０号　フイ       （金属総義歯）第  9739号                徴収開始年月日：平成24年 9月 1日
エスタ渋谷６階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           300,000    250,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  3431号                  徴収開始年月日：平成24年 9月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      5,000          
          02:小窩裂溝填塞     10,000          

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    265

13,8251,4 医療法人社団　登龍会〒151-0053 金属床による総義歯の提供
　代々木デンタルクリ渋谷区代々木一丁目３８番４号　       （金属総義歯）第  9786号                徴収開始年月日：平成25年 6月 1日
ニック 田中ビル３階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           250,000    250,000    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13,8263,9 サカイデンタルクリニ〒150-0041 金属床による総義歯の提供

ック 渋谷区神南一丁目１７番５号　ク       （金属総義歯）第  9815号                徴収開始年月日：平成26年 1月 1日
ーラビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           300,000    300,000    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13,8268,8 遠藤歯科医院 〒150-0011 金属床による総義歯の提供

渋谷区東三丁目２６番３号　恵比       （金属総義歯）第  9918号                徴収開始年月日：平成28年 1月14日
寿フラワーホーム５０４号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           324,000    324,000    
          04:チタン                                             356,400    356,400    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13,8298,5 医療法人社団　Ｊａｓ〒150-0021 う蝕に罹患している患者の指導管理

ｔａ　Ｊａｓｔａ　Ｄ渋谷区恵比寿西一丁目３３番１４       （う蝕管理）第  3508号                  徴収開始年月日：平成27年 5月 1日
ｅｎｔａｌ　Ｃｌｉｎ号　代官山齋金ビル２階           継続管理種類  　      価格
ｉｃ           01:フッ化物局所      2,100          

          02:小窩裂溝填塞      1,500          
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13,8316,5 医療法人社団　厚良会〒151-0063 金属床による総義歯の提供

　たねいち歯科　戸田渋谷区富ヶ谷二丁目５番３号　ブ       （金属総義歯）第  9920号                徴収開始年月日：平成28年 2月 1日
クリニック ランシェ富ヶ谷１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          04:チタン                                             280,800    280,800    
          03:コバルト                                           216,000    216,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13,8330,6 ｃａｒｒｅ　ｂｌａｎ〒150-0013 金属床による総義歯の提供

ｃ　矯正歯科　恵比寿渋谷区恵比寿一丁目８番１８号　       （金属総義歯）第  9970号                徴収開始年月日：平成28年11月 1日
恵比寿森ビル６階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           324,000    324,000    
          04:チタン                                             356,400    356,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  3543号                  徴収開始年月日：平成28年11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      1,620          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14,4011,4 徳原歯科医院 〒164-0001 金属床による総義歯の提供

中野区中野三丁目１７番１３号       （金属総義歯）第  2947号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    266

14,4014,8 鳥居歯科医院 〒165-0035 金属床による総義歯の提供
中野区白鷺一丁目３０番８号       （金属総義歯）第  2949号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1242号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14,4031,2 池田歯科医院 〒164-0014 金属床による総義歯の提供

中野区南台一丁目１番５号       （金属総義歯）第  2953号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14,4105,4 中山歯科医院 〒165-0032 金属床による総義歯の提供

中野区鷺宮三丁目５番７号       （金属総義歯）第  2963号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14,4186,4 清田歯科医院 〒164-0002 金属床による総義歯の提供

中野区上高田五丁目４番１１号       （金属総義歯）第  2978号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14,4312,6 西村歯科医院 〒164-0003 金属床による総義歯の提供

中野区東中野一丁目３３番６号       （金属総義歯）第  3005号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14,4349,8 ジョージ歯科 〒164-0001 金属床による総義歯の提供

中野区中野三丁目３４番３１号       （金属総義歯）第  3020号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          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     5号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14,4356,3 酒井歯科医院 〒164-0001 金属床による総義歯の提供

中野区中野五丁目６５番５号　中       （金属総義歯）第  3023号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
野豊島興業ビル５階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          01:白金                                               500,000    500,000    
          03:コバルト                                           300,000    300,000    
          04:チタン                                             300,000    300,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14,4383,7 五十嵐歯科 〒164-0001 金属床による総義歯の提供

中野区中野五丁目３７番１７号　       （金属総義歯）第  3033号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
佐藤方１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14,4398,5 ヤマザキ歯科 〒165-0022 金属床による総義歯の提供

中野区江古田三丁目５番５号　江       （金属総義歯）第  3036号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
古田パレス１０１           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          04:チタン                                             300,000    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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    267

14,4401,7 三上歯科医院 〒164-0014 金属床による総義歯の提供
中野区南台三丁目３７番２７号       （金属総義歯）第  3038号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14,4416,5 上野歯科医院 〒164-0003 金属床による総義歯の提供

中野区東中野二丁目１６番１０号       （金属総義歯）第  3043号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14,4418,1 立花歯科医院 〒164-0012 金属床による総義歯の提供

中野区本町四丁目３０番２５号　       （金属総義歯）第  3044号                徴収開始年月日：平成 7年 3月14日
林ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14,4419,9 かくた歯科医院 〒164-0012 金属床による総義歯の提供

中野区本町四丁目３０番２６号　       （金属総義歯）第  3045号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
第２藤尾ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14,4420,7 奥田歯科医院 〒165-0021 金属床による総義歯の提供

中野区丸山二丁目２４番１号       （金属総義歯）第  3046号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 9日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14,4424,9 あつみ歯科 〒165-0025 金属床による総義歯の提供

中野区沼袋四丁目３４番１０号       （金属総義歯）第  3048号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14,4435,5 近藤歯科医院 〒164-0014 金属床による総義歯の提供

中野区南台四丁目３１番３号       （金属総義歯）第  3054号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14,4437,1 大久保歯科クリニック〒165-0027 金属床による総義歯の提供

中野区野方六丁目４番１号　同洋       （金属総義歯）第  3055号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14,4438,9 景山歯科医院 〒164-0011 金属床による総義歯の提供

中野区中央二丁目５９番１１号　       （金属総義歯）第  3056号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
マンションヤマキ           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14,4446,2 つかさ歯科医院 〒165-0032 金属床による総義歯の提供

中野区鷺宮四丁目４４番９号　篠       （金属総義歯）第  3057号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
久ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14,4447,0 増喜歯科医院 〒165-0031 金属床による総義歯の提供

中野区上鷺宮五丁目７番５号       （金属総義歯）第  3058号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    268

14,4453,8 斉藤歯科医院 〒164-0003 金属床による総義歯の提供
中野区東中野二丁目２６番３号       （金属総義歯）第  3060号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           190,000    190,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14,4458,7 山崎歯科 〒164-0013 金属床による総義歯の提供

中野区弥生町二丁目２１番６号　       （金属総義歯）第  3062号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
第６鶴水ビル３階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14,4461,1 花岡歯科医院 〒164-0011 金属床による総義歯の提供

中野区中央一丁目２４番１号       （金属総義歯）第  3064号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14,4469,4 サエグサ歯科医院 〒165-0025 金属床による総義歯の提供

中野区沼袋一丁目７番１３号       （金属総義歯）第  3068号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14,4471,0 アポロ歯科診療所 〒164-0002 金属床による総義歯の提供

中野区上高田四丁目１５番４号       （金属総義歯）第  8194号                徴収開始年月日：平成14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    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1300号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月16日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14,4479,3 熊谷歯科医院 〒164-0003 金属床による総義歯の提供

中野区東中野三丁目６番２号　ヴ       （金属総義歯）第  3072号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
ィラ・ルミエール１０５号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

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 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14,4482,7 前原歯科医院 〒164-0011 金属床による総義歯の提供

中野区中央四丁目３９番１０号       （金属総義歯）第  3074号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14,4487,6 竹村歯科クリニック 〒165-0024 金属床による総義歯の提供

中野区松が丘一丁目３３番１５号       （金属総義歯）第  3076号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
　アリススポーツクラブ１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14,4492,6 岡歯科医院 〒164-0001 金属床による総義歯の提供

中野区中野二丁目１３番２３号       （金属総義歯）第  3079号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   151号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    269

14,4494,2 新井歯科医院 〒164-0002 金属床による総義歯の提供
中野区上高田一丁目３７番２９号       （金属総義歯）第  3080号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14,4497,5 高市歯科医院 〒164-0011 金属床による総義歯の提供

中野区中央三丁目１番３号　シャ       （金属総義歯）第  3082号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
ンボール新中野１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14,4502,2 橋本歯科医院 〒165-0027 金属床による総義歯の提供

中野区野方三丁目１８番１９号       （金属総義歯）第  3086号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14,4511,3 佐川歯科 〒164-0003 金属床による総義歯の提供

中野区東中野一丁目４番７号       （金属総義歯）第  3090号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14,4522,0 日野浦歯科医院 〒165-0032 金属床による総義歯の提供

中野区鷺宮四丁目３６番１０号       （金属総義歯）第  3094号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14,4528,7 前島歯科医院 〒164-0003 金属床による総義歯の提供

中野区東中野三丁目２１番３号       （金属総義歯）第  3096号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          01:白金                                               550,000    550,000    
          03:コバルト                                           350,000    350,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   574号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14,4531,1 浅香歯科医院 〒165-0027 金属床による総義歯の提供

中野区野方五丁目２８番５号       （金属総義歯）第  3098号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1000号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14,4533,7 ナオキ歯科クリニック〒164-0011 金属床による総義歯の提供

中野区中央一丁目３５番１号　毛       （金属総義歯）第  3099号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
利ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   431号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      3,675          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14,4537,8 大橋歯科医院 〒165-0026 金属床による総義歯の提供

中野区新井二丁目２５番４号       （金属総義歯）第  3102号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    270

14,4551,9 矢﨑歯科医院 〒165-0034 金属床による総義歯の提供
中野区大和町一丁目１２番７号       （金属総義歯）第  3110号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1839号                  徴収開始年月日：平成10年 6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      2,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14,4558,4 石井歯科医院 〒164-0012 金属床による総義歯の提供

中野区本町四丁目３８番１８号　       （金属総義歯）第  3116号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
ウィング新中野２０１           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1174号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14,4560,0 小西歯科医院 〒165-0026 金属床による総義歯の提供

中野区新井一丁目２１番８号       （金属総義歯）第  3118号                徴収開始年月日：平成 6年10月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14,4567,5 歯科米沢医院 〒164-0011 金属床による総義歯の提供

中野区中央二丁目４番１号　ＧＯ       （金属総義歯）第  3124号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14,4568,3 榎本歯科医院 〒164-0002 金属床による総義歯の提供

中野区上高田二丁目１６番１５号       （金属総義歯）第  3125号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14,4570,9 小木曽歯科医院 〒165-0035 金属床による総義歯の提供

中野区白鷺一丁目２３番８号       （金属総義歯）第  3126号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14,4572,5 岡田歯科医院 〒164-0013 金属床による総義歯の提供

中野区弥生町五丁目１４番３号       （金属総義歯）第  3129号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 9日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14,4574,1 医療法人社団　仁聖会〒165-0023 金属床による総義歯の提供

　さわだ歯科 中野区江原町二丁目２５番１号       （金属総義歯）第  3130号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14,4578,2 医療法人社団　田中歯〒165-0022 金属床による総義歯の提供

科クリニック 中野区江古田四丁目２番３号       （金属総義歯）第  3133号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    271

14,4580,8 吉岡歯科 〒165-0034 金属床による総義歯の提供
中野区大和町三丁目７番３号　マ       （金属総義歯）第  3134号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 8日
ルヤビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           307,800    307,800    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14,4581,6 小林歯科クリニック 〒164-0012 金属床による総義歯の提供

中野区本町二丁目２番１３号　に       （金属総義歯）第  3135号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
ったんビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14,4585,7 中村歯科 〒164-0012 金属床による総義歯の提供

中野区本町三丁目２７番１７号       （金属総義歯）第  3138号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          01:白金                                               500,000    450,000    
          03:コバルト                                           230,000    200,000    
          04:チタン                                             250,000    220,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14,4586,5 西原デンタルオフィス〒164-0001 金属床による総義歯の提供

中野区中野二丁目２５番６号　ノ       （金属総義歯）第  3139号                徴収開始年月日：平成 6年10月 6日
イビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   499号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14,4587,3 金子歯科医院 〒164-0013 金属床による総義歯の提供

中野区弥生町一丁目３２番４号       （金属総義歯）第  3140号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14,4588,1 医療法人社団　永眞会〒165-0027 う蝕に罹患している患者の指導管理

　いとなが歯科 中野区野方五丁目２９番３号       （う蝕管理）第   121号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14,4593,1 石田歯科医院 〒165-0033 金属床による総義歯の提供

中野区若宮三丁目６番７号       （金属総義歯）第  3142号                徴収開始年月日：平成 6年11月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14,4596,4 医療法人社団　土田歯〒164-0014 金属床による総義歯の提供

科医院 中野区南台三丁目６番２５号　ス       （金属総義歯）第  3143号                徴収開始年月日：平成 6年11月 1日
フィーダ中野１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14,4604,6 松尾歯科医院 〒165-0025 金属床による総義歯の提供

中野区沼袋一丁目３９番３号       （金属総義歯）第  3144号                徴収開始年月日：平成 7年 4月24日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14,4607,9 かわい歯科クリニック〒165-0021 金属床による総義歯の提供

中野区丸山二丁目３番３号　サン       （金属総義歯）第  7258号                徴収開始年月日：平成 7年 7月13日
ブリッジ１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    272

14,4609,5 関谷歯科医院 〒165-0032 う蝕に罹患している患者の指導管理
中野区鷺宮一丁目３０番１２号　       （う蝕管理）第  1468号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月25日
さくらハイツ都立家政１階           継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14,4611,1 りばーすデンタルクリ〒164-0001 金属床による総義歯の提供

ニック 中野区中野三丁目２番１号　リバ       （金属総義歯）第  3147号                徴収開始年月日：平成 7年10月28日
ース中野２０１           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14,4613,7 沼崎歯科医院 〒165-0026 金属床による総義歯の提供

中野区新井二丁目４６番１号       （金属総義歯）第  3148号                徴収開始年月日：平成 8年 3月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14,4615,2 あみなか歯科クリニッ〒164-0003 う蝕に罹患している患者の指導管理

ク 中野区東中野三丁目１番１号　寛       （う蝕管理）第   606号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
栄ビル４階           継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14,4618,6 医療法人社団　滴翠会〒164-0011 金属床による総義歯の提供

　山田歯科医院 中野区中央三丁目２５番１２号       （金属総義歯）第  6118号                徴収開始年月日：平成 8年 3月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14,4620,2 なかむら歯科 〒165-0034 金属床による総義歯の提供

中野区大和町四丁目１８番６号       （金属総義歯）第  7091号                徴収開始年月日：平成 8年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14,4625,1 原歯科室 〒164-0001 金属床による総義歯の提供

中野区中野一丁目６２番２号       （金属総義歯）第  6227号                徴収開始年月日：平成 6年 6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                                             360,000               

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14,4626,9 まさみデンタルクリニ〒164-0001 う蝕に罹患している患者の指導管理

ック 中野区中野四丁目２番１号　中野       （う蝕管理）第   321号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
サンキビル４階           継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14,4632,7 杵渕歯科医院 〒164-0003 金属床による総義歯の提供

中野区東中野一丁目５０番２号　       （金属総義歯）第  6516号                徴収開始年月日：平成 8年12月 1日
オクト森ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14,4633,5 永島歯科医院 〒164-0012 金属床による総義歯の提供

中野区本町三丁目２３番１０号       （金属総義歯）第  6577号                徴収開始年月日：平成 9年 3月 6日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14,4634,3 松葉歯科医院 〒164-0003 金属床による総義歯の提供

中野区東中野五丁目５番１０号　       （金属総義歯）第  6609号                徴収開始年月日：平成 8年12月21日
東中野ＲＨＳ　３０４号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    273

14,4636,8 ハーモニーウイング歯〒164-0012 金属床による総義歯の提供
科 中野区本町一丁目３２番４号　ハ       （金属総義歯）第  6667号                徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日

ーモニーウイング６階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   825号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      3,150          
          02:小窩裂溝填塞      2,100          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14,4641,8 蒲生歯科医院 〒165-0032 金属床による総義歯の提供

中野区鷺宮三丁目１９番５号       （金属総義歯）第  6668号                徴収開始年月日：平成 9年 3月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1502号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14,4648,3 医療法人社団　真波会〒164-0001 う蝕に罹患している患者の指導管理

　マナミ歯科クリニッ中野区中野三丁目３０番１２号　       （う蝕管理）第  1682号                  徴収開始年月日：平成 9年 9月 1日
ク 中野ソレイユ１０２号           継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14,4655,8 しみず歯科医院 〒165-0031 金属床による総義歯の提供

中野区上鷺宮三丁目１７番１０号       （金属総義歯）第  6944号                徴収開始年月日：平成10年 2月 1日
　ライフヴィラ上鷺宮１０１           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1749号                  徴収開始年月日：平成10年 2月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14,4656,6 秋元歯科医院 〒164-0012 金属床による総義歯の提供

中野区本町五丁目４８番１２号　       （金属総義歯）第  6945号                徴収開始年月日：平成10年 1月 1日
パラスト中野本町２０５           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  1748号                  徴収開始年月日：平成10年 1月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14,4665,7 伊井歯科クリニック 〒164-0012 金属床による総義歯の提供

中野区本町四丁目５番１０号　プ       （金属総義歯）第  8058号                徴収開始年月日：平成14年 3月 4日
リヴェール新中野１０２           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14,4670,7 ふじまき歯科 〒164-0003 金属床による総義歯の提供

中野区東中野三丁目７番２５号       （金属総義歯）第  7179号                徴収開始年月日：平成10年 9月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    274

14,4671,5 小椋歯科クリニック 〒164-0012 金属床による総義歯の提供
中野区本町二丁目４４番１２号       （金属総義歯）第  7218号                徴収開始年月日：平成10年11月25日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1924号                  徴収開始年月日：平成10年11月25日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14,4675,6 高津歯科クリニック 〒164-0011 金属床による総義歯の提供

中野区中央五丁目３９番１１号　       （金属総義歯）第  7221号                徴収開始年月日：平成10年12月 8日
青柳ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1932号                  徴収開始年月日：平成10年12月 8日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14,4680,6 酒井歯科医院 〒165-0032 金属床による総義歯の提供

中野区鷺宮一丁目１６番７号       （金属総義歯）第  7308号                徴収開始年月日：平成11年 4月 9日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14,4684,8 医療法人社団　歯優会〒164-0003 金属床による総義歯の提供

　東中野歯科クリニッ中野区東中野一丁目３２番５号　       （金属総義歯）第  7351号                徴収開始年月日：平成11年 5月 1日
ク Ｋ’ＳＣｏｕｒｔ山手２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14,4685,5 堀内歯科医院 〒165-0026 金属床による総義歯の提供

中野区新井五丁目２９番４号       （金属総義歯）第  7352号                徴収開始年月日：平成11年 4月30日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14,4686,3 新井歯科クリニック 〒165-0025 金属床による総義歯の提供

中野区沼袋一丁目３６番３号　タ       （金属総義歯）第  7418号                徴収開始年月日：平成11年 7月 8日
ウンセンタービル沼袋２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2024号                  徴収開始年月日：平成11年 7月 7日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14,4688,9 南口歯科 〒165-0025 金属床による総義歯の提供

中野区沼袋三丁目４番１９号　み       （金属総義歯）第  7457号                徴収開始年月日：平成11年 8月 1日
かげマンション２０７号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2050号                  徴収開始年月日：平成11年 8月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14,4691,3 松本歯科医院 〒164-0013 う蝕に罹患している患者の指導管理

中野区弥生町二丁目２５番１３号       （う蝕管理）第  2064号                  徴収開始年月日：平成11年10月 2日
　永島ビル１０２           継続管理種類  　      価格

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    275

14,4697,0 長井歯科医院 〒164-0012 金属床による総義歯の提供
中野区本町六丁目２６番１４号       （金属総義歯）第  7564号                徴収開始年月日：平成12年 1月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2120号                  徴収開始年月日：平成12年 1月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14,4701,0 医療法人社団　博成会〒165-0034 金属床による総義歯の提供

　川崎歯科クリニック中野区大和町一丁目６５番２号　       （金属総義歯）第  7674号                徴収開始年月日：平成12年 5月 1日
１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2197号                  徴収開始年月日：平成12年 5月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14,4703,6 医療法人社団　健幸会〒164-0003 金属床による総義歯の提供

　安藤歯科クリニック中野区東中野四丁目６番２号　和       （金属総義歯）第  7716号                徴収開始年月日：平成12年 7月10日
興東中野ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2229号                  徴収開始年月日：平成12年 7月10日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14,4709,3 植田歯科 〒165-0034 金属床による総義歯の提供

中野区大和町三丁目１番１０号　       （金属総義歯）第  7798号                徴収開始年月日：平成12年11月 1日
ランドール高円寺１０１           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2286号                  徴収開始年月日：平成12年11月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14,4713,5 立浪歯科クリニック 〒164-0003 金属床による総義歯の提供

中野区東中野五丁目５番２号       （金属総義歯）第  7873号                徴収開始年月日：平成13年 4月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14,4715,0 宮内歯科医院 〒164-0013 金属床による総義歯の提供

中野区弥生町三丁目１６番３号       （金属総義歯）第  7881号                徴収開始年月日：平成13年 4月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14,4716,8 わかば歯科クリニック〒165-0033 金属床による総義歯の提供

中野区若宮三丁目３６番１２号　       （金属総義歯）第  7882号                徴収開始年月日：平成13年 3月30日
マイプレイス１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14,4722,6 医療法人社団　啓成会〒165-0033 金属床による総義歯の提供

　永広歯科 中野区若宮三丁目１７番７号　関       （金属総義歯）第  7967号                徴収開始年月日：平成13年 6月20日
根ビル１階Ｃ号室           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2373号                  徴収開始年月日：平成13年 6月20日
          継続管理種類  　      価格



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    276

14,4730,9 レオパレスビルデンタ〒165-0026 う蝕に罹患している患者の指導管理
ルクリニック 中野区新井一丁目８番８号　レオ       （う蝕管理）第  2423号                  徴収開始年月日：平成14年 4月 1日

パレスビル４階           継続管理種類  　      価格
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14,4745,7 南中野小川歯科クリニ〒164-0013 金属床による総義歯の提供

ック 中野区弥生町四丁目４番１５号       （金属総義歯）第  8488号                徴収開始年月日：平成16年 5月 9日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14,4746,5 医療法人社団　愛育　〒164-0001 う蝕に罹患している患者の指導管理

愛育歯科診療所 中野区中野五丁目５２番１５号　       （う蝕管理）第  2675号                  徴収開始年月日：平成16年 7月 1日
ブロードウェイ４８２号           継続管理種類  　      価格

          01:フッ化物局所        500          
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14,4752,3 江古田歯科クリニック〒165-0022 金属床による総義歯の提供

中野区江古田二丁目１９番８号　       （金属総義歯）第  8576号                徴収開始年月日：平成16年12月 1日
ミレーニア１０１号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           200,000               
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14,4755,6 さくら歯科医院 〒164-0003 金属床による総義歯の提供

中野区東中野一丁目１５番６号　       （金属総義歯）第  8643号                徴収開始年月日：平成17年 4月 1日
太田ビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          02:金                                                 315,000    315,000    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14,4756,4 中島歯科 〒164-0012 金属床による総義歯の提供

中野区本町四丁目４４番１４号　       （金属総義歯）第  8654号                徴収開始年月日：平成17年 5月 1日
ＧＳハイム新中野駅前２０１           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          01:白金                                             1,100,000  1,100,000    
          02:金                                                 900,000    900,000    
          03:コバルト                                           450,000    450,000    
          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  2743号                  徴収開始年月日：平成17年 5月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14,4763,0 医療法人社団　ＦＤＯ〒165-0032 金属床による総義歯の提供

　こみやま歯科 中野区鷺宮三丁目１７番５号　大       （金属総義歯）第  8843号                徴収開始年月日：平成18年 4月 1日
勝ビル１階Ａ号室           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14,4764,8 中野歯科医院 〒164-0011 金属床による総義歯の提供

中野区中央二丁目４９番１３号       （金属総義歯）第  9961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                                           270,000    270,000    
          04:チタン                                             540,000    540,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2871号                  徴収開始年月日：平成18年 4月11日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      3,000          



保険外併用療養費医療機関名簿

 医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 病床数

[　　　　　　　　 現在 作成         頁

報告内容医療機関番号

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    277

14,4769,7 安田歯科医院 〒165-0026 金属床による総義歯の提供
中野区新井一丁目１１番７号　安       （金属総義歯）第  8972号                徴収開始年月日：平成18年 9月 2日
田ビル１階２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           300,000    300,000    
          02:金                                                 400,000    400,000    
          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  2936号                  徴収開始年月日：平成18年 9月 2日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,500          
          02:小窩裂溝填塞      2,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14,4781,2 青木歯科クリニック 〒164-0001 金属床による総義歯の提供

中野区中野二丁目２５番３号       （金属総義歯）第  9148号                徴収開始年月日：平成19年10月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          01:白金                                               630,000    630,000    
                                ステンレスメッシュ              525,000    525,000    
          04:チタン                                             420,000    420,000    
          03:コバルト                                           315,000    315,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  3054号                  徴収開始年月日：平成19年10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        700          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14,4783,8 町田歯科 〒164-0001 金属床による総義歯の提供

中野区中野五丁目５９番８号　湯       （金属総義歯）第  9147号                徴収開始年月日：平成19年 8月11日
澤ビル３階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           250,000    250,000    
          01:白金                                               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  3055号                  徴収開始年月日：平成19年 8月11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          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14,4786,1 大石歯科クリニック 〒164-0001 金属床による総義歯の提供

中野区中野六丁目２８番８号       （金属総義歯）第  9180号                徴収開始年月日：平成19年11月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           262,500    262,500    
          04:チタン                                             262,500    262,500    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  3085号                  徴収開始年月日：平成19年11月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,050          
          02:小窩裂溝填塞      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

[　　　　　　　　 現在 作成         頁

報告内容医療機関番号

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    278

14,4791,1 エースデンタルクリニ〒164-0001 う蝕に罹患している患者の指導管理
ック 中野区中野四丁目３番１号　中野       （う蝕管理）第  3168号                  徴収開始年月日：平成20年 7月 4日

サンクオーレ商業施設棟２０３号           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          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14,4792,9 ちごの歯科 〒165-0023 金属床による総義歯の提供

中野区江原町三丁目１３番３号       （金属総義歯）第  9324号                徴収開始年月日：平成20年 8月26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                                             350,000    350,000    
          02:金                                                 450,000    450,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14,4798,6 友内歯科医院 〒165-0027 金属床による総義歯の提供

中野区野方五丁目２５番４号       （金属総義歯）第  9360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
          03:コバルト                                           230,000    230,000    
          04:チタン                                             300,000    300,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14,4806,7 医療法人社団　真由会〒165-0027 金属床による総義歯の提供

　三宅歯科医院 中野区野方五丁目３０番２０号       （金属総義歯）第  9439号                徴収開始年月日：平成21年 9月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          04:チタン                                             500,000    500,000    
          03:コバルト                                           350,000    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  3250号                  徴収開始年月日：平成21年 9月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      5,000          
          02:小窩裂溝填塞      5,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14,4807,5 関根歯科診療所 〒165-0027 金属床による総義歯の提供

中野区野方六丁目３０番１３号       （金属総義歯）第  9478号                徴収開始年月日：平成22年 4月 8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                                                 500,000    500,000    
          01:白金                                               600,000    600,000    
                                ニッケルクロム                  300,000    300,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14,4808,3 大庭歯科医院 〒164-0013 金属床による総義歯の提供

中野区弥生町四丁目１番１２号       （金属総義歯）第  9453号                徴収開始年月日：平成21年12月 8日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          04:チタン                                             280,000    280,000    
          03:コバルト                                           230,000    230,000    

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    279

14,4809,1 あおい歯科クリニック〒165-0026 金属床による総義歯の提供
中野区新井五丁目８番１１号　グ       （金属総義歯）第  9457号                徴収開始年月日：平成22年 1月 1日
レースアイビー１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           260,000    260,000    
          02:金                                                 360,000    360,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  3264号                  徴収開始年月日：平成22年 1月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      2,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14,4818,2 横山歯科診療所 〒164-0001 金属床による総義歯の提供

中野区中野二丁目１６番２６号       （金属総義歯）第  9565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
          02:金                                                 500,000    450,000    
          04:チタン                                             280,000    250,000    
          03:コバルト                                           250,000    210,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  3328号                  徴収開始年月日：平成23年 1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      1,500          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14,4819,0 和田歯科医院 〒164-0003 金属床による総義歯の提供

中野区東中野四丁目１０番１４号       （金属総義歯）第  9566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                                           262,500    262,500    
          04:チタン                                             577,500    577,500    
          02:金                                                 840,000    840,000    
          01:白金                                             1,050,000  1,050,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14,4822,4 まつもと歯科医院 〒164-0003 金属床による総義歯の提供

中野区東中野三丁目１７番１４号       （金属総義歯）第  9645号                徴収開始年月日：平成23年11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  3375号                  徴収開始年月日：平成23年11月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,050          
          02:小窩裂溝填塞      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

[　　　　　　　　 現在 作成         頁

報告内容医療機関番号

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    280

14,4823,2 中野駅南歯科クリニッ〒164-0011 金属床による総義歯の提供
ク 中野区中央四丁目６０番３号　銀       （金属総義歯）第  9646号                徴収開始年月日：平成23年11月 1日

座ルノアールビル１階           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    
          01:白金                                               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  3376号                  徴収開始年月日：平成23年11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          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14,4827,3 あゆめデンタルクリニ〒165-0026 金属床による総義歯の提供

ック 中野区新井一丁目３６番１５号　       （金属総義歯）第  9770号                徴収開始年月日：平成25年 2月28日
伊藤ビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           200,000    220,000    
          04:チタン                                             300,000    300,000    
          01:白金                                             1,100,000  1,100,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14,4828,1 医療法人社団　仁慈会〒164-0003 金属床による総義歯の提供

　ホワイトデンタルク中野区東中野三丁目８番１３号　       （金属総義歯）第  9674号                徴収開始年月日：平成24年 1月 1日
リニック ＭＳＲ東中野２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          01:白金                                               840,000    840,000    
          02:金                                                 840,000    840,000    
          03:コバルト                                           315,000    315,000    
          04:チタン                                             367,500    367,500    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  3392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      2,100          
          02:小窩裂溝填塞      2,100          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14,4831,5 新井薬師駅前歯科・こ〒164-0002 金属床による総義歯の提供

ども歯科 中野区上高田三丁目３９番１３号       （金属総義歯）第  9708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                                           315,000    315,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  3417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          
          02:小窩裂溝填塞      1,500          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14,4854,7 愛育歯科新井 〒165-0026 う蝕に罹患している患者の指導管理

中野区新井五丁目２５番５号　林       （う蝕管理）第  3483号                  徴収開始年月日：平成26年 5月 1日
ビル１階           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          



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    281

14,4860,4 松山デンタルオフィス〒164-0001 う蝕に罹患している患者の指導管理
中野 中野区中野二丁目３０番３号　マ       （う蝕管理）第  3532号                  徴収開始年月日：平成28年 6月 1日

ルニビル６階           継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所        500          
          02:小窩裂溝填塞        500          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14,4886,9 なかの通り歯のクリニ〒164-0013 金属床による総義歯の提供

ック 中野区弥生町五丁目１１番２１号       （金属総義歯）第 10023号                徴収開始年月日：平成30年 2月 1日
　弥生町クリスコーポ１０１号室           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    
          01:白金                                               450,000    450,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15,4008,7 市村歯科医院 〒166-0001 金属床による総義歯の提供

杉並区阿佐谷北三丁目３６番１号       （金属総義歯）第  3149号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1140号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15,4038,4 林歯科医院 〒167-0054 金属床による総義歯の提供

杉並区松庵三丁目８番６号       （金属総義歯）第  7954号                徴収開始年月日：平成13年 3月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15,4060,8 近内歯科医院 〒166-0011 金属床による総義歯の提供

杉並区梅里二丁目３２番９号       （金属総義歯）第  3158号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15,4128,3 田中歯科医院 〒167-0053 金属床による総義歯の提供

杉並区西荻南二丁目６番５号       （金属総義歯）第  3165号                徴収開始年月日：平成 6年 9月15日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15,4136,6 長野歯科医院 〒166-0014 金属床による総義歯の提供

杉並区松ノ木三丁目２９番４号       （金属総義歯）第  3168号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15,4209,1 藤谷歯科医院 〒168-0062 金属床による総義歯の提供

杉並区方南一丁目１４番１４号       （金属総義歯）第  3178号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15,4261,2 坂梨歯科医院 〒168-0064 金属床による総義歯の提供

杉並区永福三丁目５０番１９号       （金属総義歯）第  3184号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15,4306,5 菅野歯科医院 〒166-0002 金属床による総義歯の提供

杉並区高円寺北二丁目３５番１３       （金属総義歯）第  3192号                徴収開始年月日：平成 6年 6月30日
号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    282

15,4489,9 増田歯科医院 〒167-0042 金属床による総義歯の提供
杉並区西荻北三丁目１３番３号　       （金属総義歯）第  3214号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
丸恵ビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15,4504,5 大石歯科医院 〒166-0003 金属床による総義歯の提供

杉並区高円寺南一丁目７番１号       （金属総義歯）第  3215号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1031号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15,4519,3 歯科三枝 〒166-0001 金属床による総義歯の提供

杉並区阿佐谷北二丁目１４番５号       （金属総義歯）第  3217号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
　大阪やビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          04:チタン                                             260,000    260,000    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15,4582,1 パール歯科医院 〒168-0082 金属床による総義歯の提供

杉並区久我山五丁目８番１７号　       （金属総義歯）第  3231号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
久我山関口ビル３階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15,4599,5 杉山歯科医院 〒167-0022 金属床による総義歯の提供

杉並区下井草二丁目４０番８号       （金属総義歯）第  3235号                徴収開始年月日：平成 6年 9月26日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2607号                  徴収開始年月日：平成16年 2月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15,4602,7 児玉歯科医院 〒167-0053 金属床による総義歯の提供

杉並区西荻南三丁目１０番６号　       （金属総義歯）第  3237号                徴収開始年月日：平成 6年 7月 1日
西荻カスイビル４階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           280,000    280,000    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15,4603,5 服部歯科 〒167-0042 金属床による総義歯の提供

杉並区西荻北二丁目３７番１０号       （金属総義歯）第  3238号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15,4607,6 木村歯科医院 〒167-0032 金属床による総義歯の提供

杉並区天沼一丁目４６番８号       （金属総義歯）第  3239号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   583号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    283

15,4619,1 笠原歯科医院 〒167-0053 金属床による総義歯の提供
杉並区西荻南二丁目２９番２号       （金属総義歯）第  3241号                徴収開始年月日：平成 6年 6月27日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   787号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15,4623,3 清水歯科医院 〒167-0053 金属床による総義歯の提供

杉並区西荻南三丁目３番７号       （金属総義歯）第  3242号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15,4624,1 後藤歯科クリニック 〒166-0015 金属床による総義歯の提供

杉並区成田東二丁目３７番２６号       （金属総義歯）第  3243号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15,4627,4 浜田山歯科医院 〒168-0065 金属床による総義歯の提供

杉並区浜田山三丁目３５番３８号       （金属総義歯）第  3244号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1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                                             500,000               

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15,4631,6 村上歯科医院 〒168-0071 金属床による総義歯の提供

杉並区高井戸西三丁目１４番９号       （金属総義歯）第  3246号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15,4648,0 長嶋歯科医院 〒168-0064 金属床による総義歯の提供

杉並区永福四丁目１９番４号　安       （金属総義歯）第  7093号                徴収開始年月日：平成10年 8月 1日
藤ビル           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15,4657,1 大野歯科医院 〒168-0074 金属床による総義歯の提供

杉並区上高井戸一丁目９番１号　       （金属総義歯）第  3250号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
大和ビル３階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15,4675,3 赤澤歯科クリニック 〒166-0015 金属床による総義歯の提供

杉並区成田東四丁目３８番１９号       （金属総義歯）第  3257号                徴収開始年月日：平成 7年 1月 1日
　朝日生命杉並第二ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15,4676,1 小林歯科医院 〒167-0032 金属床による総義歯の提供

杉並区天沼三丁目３番２号　マン       （金属総義歯）第  3258号                徴収開始年月日：平成 6年 9月 1日
ション荻窪３０２号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   714号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15,4677,9 細見デンタルクリニッ〒167-0023 金属床による総義歯の提供

ク 杉並区上井草三丁目３１番１８号       （金属総義歯）第  3259号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    284

15,4678,7 田中歯科医院 〒167-0023 金属床による総義歯の提供
杉並区上井草三丁目３３番１３号       （金属総義歯）第  3260号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15,4683,7 味村歯科医院 〒166-0004 金属床による総義歯の提供

杉並区阿佐谷南三丁目９番２号       （金属総義歯）第  3261号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15,4685,2 廣瀬歯科医院 〒166-0013 金属床による総義歯の提供

杉並区堀ノ内一丁目５番２２号       （金属総義歯）第  3262号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15,4686,0 小川歯科医院 〒168-0073 金属床による総義歯の提供

杉並区下高井戸三丁目１番４号　       （金属総義歯）第  3263号                徴収開始年月日：平成 6年 8月 1日
第２新兼喜ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           240,000               
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15,4689,4 野津歯科医院 〒167-0042 金属床による総義歯の提供

杉並区西荻北二丁目２番１号　松       （金属総義歯）第  3267号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
岡西荻ビル４階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   115号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15,4697,7 田中歯科医院 〒167-0042 金属床による総義歯の提供

杉並区西荻北二丁目３番１号       （金属総義歯）第  9269号                徴収開始年月日：平成 6年 7月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   166号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15,4699,3 後藤歯科医院 〒166-0012 金属床による総義歯の提供

杉並区和田三丁目５４番５号　パ       （金属総義歯）第  3270号                徴収開始年月日：平成 6年 7月 1日
レスアンドーラ２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   106号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15,4704,1 晴海歯科医院 〒166-0013 金属床による総義歯の提供

杉並区堀ノ内二丁目３１番７号       （金属総義歯）第  3272号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 3日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15,4710,8 甲斐歯科医院 〒168-0064 金属床による総義歯の提供

杉並区永福二丁目５３番９号       （金属総義歯）第  3275号                徴収開始年月日：平成 6年 8月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    285

15,4711,6 神尾歯科医院 〒166-0003 金属床による総義歯の提供
杉並区高円寺南二丁目１３番１号       （金属総義歯）第  3276号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
　岡村ハイツ１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   272号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15,4712,4 たかまつ歯科医院 〒168-0082 金属床による総義歯の提供

杉並区久我山三丁目２２番３号       （金属総義歯）第  3277号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15,4716,5 岩渕歯科クリニック 〒167-0053 金属床による総義歯の提供

杉並区西荻南三丁目８番７号　市       （金属総義歯）第  3279号                徴収開始年月日：平成 6年12月29日
川ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15,4721,5 馬場歯科医院 〒168-0065 金属床による総義歯の提供

杉並区浜田山三丁目３４番５号　       （金属総義歯）第  3281号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
山善ビル３階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15,4722,3 矢島歯科医院 〒166-0004 金属床による総義歯の提供

杉並区阿佐谷南三丁目３２番１号       （金属総義歯）第  3282号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15,4736,3 豊栄スドウ歯科医院 〒167-0051 金属床による総義歯の提供

杉並区荻窪五丁目３０番１７号       （金属総義歯）第  3285号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15,4737,1 永福歯科 〒168-0064 金属床による総義歯の提供

杉並区永福一丁目３８番１１号       （金属総義歯）第  7259号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1163号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15,4749,6 名波歯科医院 〒167-0051 金属床による総義歯の提供

杉並区荻窪五丁目２２番５号　エ       （金属総義歯）第  3291号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 6日
クセル荻窪１０１           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   596号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15,4763,7 横川歯科医院 〒166-0001 金属床による総義歯の提供

杉並区阿佐谷北五丁目４３番１１       （金属総義歯）第  3293号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
号　横川エンゼルハイム阿佐谷１           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
階

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    286

15,4767,8 黒川歯科医院 〒167-0051 金属床による総義歯の提供
杉並区荻窪五丁目７番１４号　や       （金属総義歯）第  3294号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
のやビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15,4768,6 佐藤歯科クリニック 〒168-0072 金属床による総義歯の提供

杉並区高井戸東四丁目１０番３０       （金属総義歯）第  3295号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
号　サンハイム高井戸１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15,4769,4 田村歯科医院 〒168-0062 う蝕に罹患している患者の指導管理

杉並区方南一丁目５２番３０号       （う蝕管理）第  1209号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15,4775,1 中村歯科医院 〒166-0003 金属床による総義歯の提供

杉並区高円寺南四丁目１７番１７       （金属総義歯）第  3296号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15,4781,9 三輪歯科医院 〒168-0081 金属床による総義歯の提供

杉並区宮前一丁目３番６号　パイ       （金属総義歯）第  3298号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 7日
ンハイム１０１           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15,4787,6 すだ歯科 〒167-0022 う蝕に罹患している患者の指導管理

杉並区下井草二丁目２４番８号       （う蝕管理）第   536号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15,4796,7 中上歯科医院 〒167-0032 金属床による総義歯の提供

杉並区天沼三丁目１７番１７号       （金属総義歯）第  3301号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15,4799,1 杉本歯科医院 〒167-0031 金属床による総義歯の提供

杉並区本天沼二丁目６番７号　サ       （金属総義歯）第  3303号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
ニーハイツ１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15,4803,1 岩崎歯科クリニック 〒168-0064 金属床による総義歯の提供

杉並区永福二丁目６０番２４号　       （金属総義歯）第  3304号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
メゾン永福２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15,4805,6 いばた歯科 〒166-0015 金属床による総義歯の提供

杉並区成田東一丁目３２番１２号       （金属総義歯）第  3305号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15,4808,0 医療法人社団　徳友会〒166-0011 金属床による総義歯の提供

　ほたる歯科医院 杉並区梅里二丁目１０番１１号　       （金属総義歯）第  3308号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
芝萬本店ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1498号                  徴収開始年月日：平成 9年 5月 9日
          継続管理種類  　      価格



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    287

15,4812,2 すずき歯科医院 〒168-0074 う蝕に罹患している患者の指導管理
杉並区上高井戸二丁目１１番３５       （う蝕管理）第   666号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
号           継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15,4814,8 佐々木歯科 〒168-0064 う蝕に罹患している患者の指導管理

杉並区永福三丁目２９番１４号       （う蝕管理）第  1806号                  徴収開始年月日：平成10年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15,4818,9 岩崎歯科医院 〒168-0063 金属床による総義歯の提供

杉並区和泉一丁目１３番７号　グ       （金属総義歯）第  3312号                徴収開始年月日：平成 6年 6月28日
リーンハウス１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15,4819,7 金重歯科クリニック 〒168-0062 金属床による総義歯の提供

杉並区方南二丁目１３番９号　Ｋ       （金属総義歯）第  3313号                徴収開始年月日：平成 6年 7月17日
・Ｉビル２０１号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1485号                  徴収開始年月日：平成 9年 5月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15,4833,8 吉岡歯科 〒166-0003 金属床による総義歯の提供

杉並区高円寺南四丁目１０番２号       （金属総義歯）第  3319号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
　吉岡ビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第    38号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15,4841,1 山崎歯科 〒167-0043 金属床による総義歯の提供

杉並区上荻三丁目２９番９号　ブ       （金属総義歯）第  3323号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
ランシュ上荻２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15,4843,7 矢嶋歯科医院 〒166-0003 金属床による総義歯の提供

杉並区高円寺南三丁目７番１号　       （金属総義歯）第  3324号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
ローレルハイツ１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   788号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15,4845,2 林歯科クリニック 〒168-0065 金属床による総義歯の提供

杉並区浜田山四丁目１２番１号　       （金属総義歯）第  3325号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
エスカイヤー浜田山１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           220,000    220,000    
          04:チタン                                             300,000               
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   803号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    288

15,4849,4 新見歯科医院 〒167-0043 金属床による総義歯の提供
杉並区上荻一丁目１８番１４号　       （金属総義歯）第  3327号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
キャッスル荻窪３階３０６号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15,4850,2 いがらし歯科クリニッ〒168-0082 金属床による総義歯の提供

ク 杉並区久我山三丁目２４番１８号       （金属総義歯）第  3328号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
　ティ・アイビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15,4856,9 久保歯科クリニック 〒167-0042 金属床による総義歯の提供

杉並区西荻北二丁目３７番１２号       （金属総義歯）第  3321号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
　ブランシュ西荻           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           250,000    250,000    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15,4859,3 入江歯科医院 〒167-0035 金属床による総義歯の提供

杉並区今川三丁目２９番１７号　       （金属総義歯）第  3332号                徴収開始年月日：平成 6年 6月17日
シールート今川１階１０１号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15,4862,7 鈴木歯科医院 〒168-0081 金属床による総義歯の提供

杉並区宮前四丁目２２番１７号       （金属総義歯）第  3334号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   460号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15,4863,5 ひぐち歯科医院 〒166-0012 金属床による総義歯の提供

杉並区和田一丁目５９番６号       （金属総義歯）第  3335号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15,4866,8 柳沢歯科クリニック 〒166-0003 金属床による総義歯の提供

杉並区高円寺南五丁目１８番７号       （金属総義歯）第  3336号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15,4870,0 佐藤歯科医院 〒167-0033 金属床による総義歯の提供

杉並区清水三丁目２７番２０号　       （金属総義歯）第  3337号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
コーポ大和１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15,4873,4 伊藤歯科医院 〒167-0042 金属床による総義歯の提供

杉並区西荻北四丁目６番５号       （金属総義歯）第  3338号                徴収開始年月日：平成 6年 6月25日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   462号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15,4876,7 飯島歯科医院 〒167-0051 金属床による総義歯の提供

杉並区荻窪三丁目１４番６号       （金属総義歯）第  3340号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    289

15,4882,5 藤村歯科医院 〒168-0063 金属床による総義歯の提供
杉並区和泉三丁目４６番９号　Ｙ       （金属総義歯）第  3344号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
Ｓ第一ビル１階           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   799号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15,4888,2 夏目歯科医院 〒166-0004 金属床による総義歯の提供

杉並区阿佐谷南一丁目１７番１５       （金属総義歯）第  3348号                徴収開始年月日：平成 8年 4月 1日
号　第二紀文ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15,4896,5 野村歯科医院 〒166-0013 金属床による総義歯の提供

杉並区堀ノ内一丁目１番４号       （金属総義歯）第  3349号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15,4897,3 中里歯科医院 〒168-0063 金属床による総義歯の提供

杉並区和泉三丁目６１番２号       （金属総義歯）第  3350号                徴収開始年月日：平成 6年 8月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15,4906,2 医療法人社団　藤仁会〒166-0011 金属床による総義歯の提供

　ふじの歯科医院 杉並区梅里二丁目１番１９号　ラ       （金属総義歯）第  3355号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
イブラフラット２階           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    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15,4911,2 さとう歯科 〒166-0004 金属床による総義歯の提供

杉並区阿佐谷南二丁目１４番８号       （金属総義歯）第  3358号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15,4912,0 大泉歯科医院 〒166-0003 金属床による総義歯の提供

杉並区高円寺南二丁目３５番１７       （金属総義歯）第  3359号                徴収開始年月日：平成 6年10月10日
号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15,4916,1 増野歯科医院 〒168-0065 金属床による総義歯の提供

杉並区浜田山二丁目２１番１３号       （金属総義歯）第  3362号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15,4922,9 土井歯科医院 〒167-0051 金属床による総義歯の提供

杉並区荻窪一丁目３４番２号　ノ       （金属総義歯）第  3366号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
ワール荻窪１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15,4924,5 上野歯科医院 〒168-0064 金属床による総義歯の提供

杉並区永福三丁目３７番２号       （金属総義歯）第  3367号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    290

15,4927,8 スダデンタルクリニッ〒168-0081 金属床による総義歯の提供
ク 杉並区宮前四丁目３０番１１号       （金属総義歯）第  3368号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15,4931,0 医療法人社団　富士見〒168-0082 金属床による総義歯の提供

歯科医院 杉並区久我山五丁目２２番２号       （金属総義歯）第  8383号                徴収開始年月日：平成15年11月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           300,000    300,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15,4938,5 小池歯科医院 〒166-0011 金属床による総義歯の提供

杉並区梅里二丁目９番１１号　小       （金属総義歯）第  3376号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
池ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   463号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15,4942,7 渡辺歯科医院 〒168-0081 金属床による総義歯の提供

杉並区宮前四丁目１番２０号       （金属総義歯）第  3377号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   762号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15,4943,5 医療法人社団　佐藤歯〒167-0022 金属床による総義歯の提供

科クリニック 杉並区下井草一丁目１番２号　プ       （金属総義歯）第  9122号                徴収開始年月日：平成19年 7月 1日
チファミール１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

                                コバルトクロム                  262,500    262,500    
          04:チタン                                             315,000    315,000    
          01:白金                                               472,500    472,500    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15,4944,3 鈴木三郎歯科 〒168-0082 金属床による総義歯の提供

杉並区久我山三丁目１５番４号       （金属総義歯）第  3379号                徴収開始年月日：平成 6年 7月 3日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2359号                  徴収開始年月日：平成13年 7月20日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15,4945,0 牧尾歯科医院 〒167-0051 金属床による総義歯の提供

杉並区荻窪四丁目２１番１０号　       （金属総義歯）第  3380号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
ドルチェ荻窪１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    291

15,4946,8 よしの歯科 〒168-0074 金属床による総義歯の提供
杉並区上高井戸一丁目８番３号       （金属総義歯）第  9728号                徴収開始年月日：平成24年 8月31日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          01:白金                                               600,000    550,000    
          02:金                                                 550,000    500,000    
          03:コバルト                                           300,000    250,000    
          04:チタン                                             350,000    300,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15,4948,4 吉岡歯科医院 〒168-0074 金属床による総義歯の提供

杉並区上高井戸三丁目１１番２１       （金属総義歯）第  3382号                徴収開始年月日：平成 6年11月 1日
号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15,4950,0 よねづ歯科クリニック〒167-0021 金属床による総義歯の提供

杉並区井草五丁目４番１１号　宮       （金属総義歯）第  3384号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
ビル３０１           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15,4957,5 ささき歯科医院 〒166-0001 金属床による総義歯の提供

杉並区阿佐谷北一丁目２９番８号       （金属総義歯）第  3386号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
　エトワール阿佐谷２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           315,000    315,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   584号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15,4958,3 みずの歯科 〒167-0041 金属床による総義歯の提供

杉並区善福寺三丁目１１番１７号       （金属総義歯）第  3387号                徴収開始年月日：平成 7年11月13日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           262,500               
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1790号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,050          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15,4961,7 ヨコツカ歯科医院 〒168-0063 金属床による総義歯の提供

杉並区和泉四丁目５１番１４号　       （金属総義歯）第  3390号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
エクセレント和泉２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   352号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15,4962,5 柏井歯科医院 〒167-0031 金属床による総義歯の提供

杉並区本天沼一丁目２番６号       （金属総義歯）第  3391号                徴収開始年月日：平成 6年 9月20日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15,4965,8 医療法人社団　中島歯〒167-0051 う蝕に罹患している患者の指導管理

科医院 杉並区荻窪四丁目５番１６号       （う蝕管理）第  1052号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    292

15,4966,6 鈴木歯科南阿佐ヶ谷ク〒166-0015 う蝕に罹患している患者の指導管理
リニック 杉並区成田東五丁目４２番１３号       （う蝕管理）第  1317号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日

　小川ビル５階           継続管理種類  　      価格
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15,4967,4 医療法人社団　神作デ〒166-0001 金属床による総義歯の提供

ンタルオフィス　神作杉並区阿佐谷北一丁目３番１２号       （金属総義歯）第  3392号                徴収開始年月日：平成 7年 5月18日
歯科医院           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15,4968,2 秋山歯科医院 〒167-0053 う蝕に罹患している患者の指導管理

杉並区西荻南三丁目８番９号　畠       （う蝕管理）第   132号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
中ビル２階           継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15,4976,5 本間歯科医院 〒166-0012 金属床による総義歯の提供

杉並区和田一丁目４２番６号       （金属総義歯）第  3394号                徴収開始年月日：平成 6年11月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15,4985,6 かんざわ歯科クリニッ〒168-0064 金属床による総義歯の提供

ク 杉並区永福三丁目３５番９号　山       （金属総義歯）第  3397号                徴収開始年月日：平成 7年 7月27日
口ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第    14号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      2,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15,4992,2 医療法人社団　三恵会〒166-0001 う蝕に罹患している患者の指導管理

　三宅歯科医院 杉並区阿佐谷北一丁目２７番７号       （う蝕管理）第  1160号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15,4994,8 杉原歯科クリニック 〒168-0074 金属床による総義歯の提供

杉並区上高井戸一丁目８番２７号       （金属総義歯）第  3400号                徴収開始年月日：平成 7年 5月18日
　２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15,8004,2 志水歯科医院 〒168-0073 金属床による総義歯の提供

杉並区下高井戸三丁目１０番２号       （金属総義歯）第  6120号                徴収開始年月日：平成 8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    
          04:チタン                                             380,000               

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15,8006,7 医療法人社団　幸伸会〒167-0022 金属床による総義歯の提供

　中瀬歯科クリニック杉並区下井草四丁目２１番２号       （金属総義歯）第  6121号                徴収開始年月日：平成 8年 4月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15,8010,9 医療法人社団　慶劫会〒166-0002 金属床による総義歯の提供

　レジデンス歯科医院杉並区高円寺北四丁目２９番２号       （金属総義歯）第  9715号                徴収開始年月日：平成24年 7月25日
　１２１号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           320,000    320,000    



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    293

15,8014,1 久我山歯科医院 〒168-0082 金属床による総義歯の提供
杉並区久我山三丁目２４番９号　       （金属総義歯）第  6356号                徴収開始年月日：平成 8年 6月24日
ガーデンプレイス久我山１０１           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   570号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15,8015,8 はやし歯科クリニック〒167-0032 金属床による総義歯の提供

杉並区天沼三丁目１２番１０号　       （金属総義歯）第  6405号                徴収開始年月日：平成 8年 9月 1日
榎本ビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15,8019,0 四面道歯科医院 〒167-0043 金属床による総義歯の提供

杉並区上荻一丁目２５番１号　ヤ       （金属総義歯）第  6440号                徴収開始年月日：平成 8年10月 1日
マキ産業ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15,8020,8 秋山歯科クリニック 〒167-0051 金属床による総義歯の提供

杉並区荻窪五丁目２６番１０号　       （金属総義歯）第  6441号                徴収開始年月日：平成 8年10月 1日
Ｋ－Ｂ荻窪ビル２階           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    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15,8026,5 赤坂歯科医院 〒166-0002 金属床による総義歯の提供

杉並区高円寺北一丁目１１番１９       （金属総義歯）第  6725号                徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
号　           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  1583号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15,8027,3 橋詰歯科医院 〒166-0003 金属床による総義歯の提供

杉並区高円寺南三丁目９番４号       （金属総義歯）第  6726号                徴収開始年月日：平成 9年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15,8034,9 並川歯科医院 〒167-0043 金属床による総義歯の提供

杉並区上荻一丁目２４番２０号       （金属総義歯）第  6882号                徴収開始年月日：平成 9年10月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           200,000               
          04:チタン                                             250,000               

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15,8035,6 大里歯科医院 〒167-0053 金属床による総義歯の提供

杉並区西荻南二丁目２４番８号　       （金属総義歯）第  6946号                徴収開始年月日：平成10年 1月15日
ウエストヒルズ２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1737号                  徴収開始年月日：平成10年 1月15日
          継続管理種類  　      価格

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    294

15,8041,4 山内・歯科 〒167-0053 金属床による総義歯の提供
杉並区西荻南二丁目２１番１０号       （金属総義歯）第  7094号                徴収開始年月日：平成10年 6月 1日
　三仁堂クリニックビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15,8042,2 渡辺歯科クリニック 〒167-0022 金属床による総義歯の提供

杉並区下井草三丁目３９番２１号       （金属総義歯）第  7095号                徴収開始年月日：平成10年 6月 1日
　ヴィラ・ジャルディーノ２階Ｄ           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
号室           03:コバルト                                           300,000    250,000    

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1840号                  徴収開始年月日：平成10年 6月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15,8043,0 望月歯科 〒166-0002 金属床による総義歯の提供

杉並区高円寺北三丁目２０番２５       （金属総義歯）第  7136号                徴収開始年月日：平成10年 8月 1日
号　市川ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15,8058,8 医療法人社団　功千会〒166-0014 金属床による総義歯の提供

　真砂歯科クリニック杉並区松ノ木一丁目１２番２５号       （金属総義歯）第  7311号                徴収開始年月日：平成11年 4月13日
　地下１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1978号                  徴収開始年月日：平成11年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15,8059,6 方南２丁目歯科 〒168-0062 金属床による総義歯の提供

杉並区方南二丁目１２番１４号　       （金属総義歯）第  7420号                徴収開始年月日：平成11年 6月30日
川昌方南町ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15,8062,0 やまき歯科クリニック〒168-0061 金属床による総義歯の提供

杉並区大宮一丁目１３番２号　広       （金属総義歯）第  7354号                徴収開始年月日：平成11年 6月 1日
井ビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2012号                  徴収開始年月日：平成11年 6月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15,8065,3 南荻窪歯科診療所 〒167-0052 金属床による総義歯の提供

杉並区南荻窪四丁目４０番１６号       （金属総義歯）第  7461号                徴収開始年月日：平成11年10月 1日
　ＳＦビルウダガワ           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15,8067,9 浅野歯科医院 〒167-0042 金属床による総義歯の提供

杉並区西荻北二丁目１１番７号       （金属総義歯）第  7462号                徴収開始年月日：平成11年 8月12日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2061号                  徴収開始年月日：平成11年10月 1日
          継続管理種類  　      価格

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    295

15,8069,5 井上歯科クリニック 〒168-0063 う蝕に罹患している患者の指導管理
杉並区和泉三丁目６番２号　プラ       （う蝕管理）第  2086号                  徴収開始年月日：平成11年11月 1日
ムビル２０１           継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15,8070,3 チアキデンタルクリニ〒168-0064 金属床による総義歯の提供

ック 杉並区永福四丁目５番１号　４５       （金属総義歯）第  7507号                徴収開始年月日：平成11年11月 1日
ＫＹＯＷＡＢＬＤ２階Ａ           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15,8071,1 医療法人社団　一光会〒166-0003 う蝕に罹患している患者の指導管理

　中村歯科クリニック杉並区高円寺南四丁目１９番１号       （う蝕管理）第  2121号                  徴収開始年月日：平成12年 1月 5日
　山長ビル１階           継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15,8077,8 ケルミス歯科クリニッ〒167-0035 金属床による総義歯の提供

ク 杉並区今川一丁目１１番１２号　       （金属総義歯）第  7606号                徴収開始年月日：平成12年 5月 1日
ケルミスビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2160号                  徴収開始年月日：平成12年 5月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15,8079,4 原田歯科医院 〒168-0063 金属床による総義歯の提供

杉並区和泉三丁目５番７号　西野       （金属総義歯）第  7607号                徴収開始年月日：平成12年 3月21日
ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2152号                  徴収開始年月日：平成12年 3月21日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15,8080,2 南歯科医院 〒166-0003 金属床による総義歯の提供

杉並区高円寺南二丁目２２番６号       （金属総義歯）第  7675号                徴収開始年月日：平成12年 6月 1日
　桜井ビル１階           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  2198号                  徴収開始年月日：平成12年 6月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15,8083,6 エダ歯科医院 〒167-0051 金属床による総義歯の提供

杉並区荻窪五丁目２９番２０号　       （金属総義歯）第  9959号                徴収開始年月日：平成28年 7月15日
パシフィックアークビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           324,000    324,000    
          04:チタン                                             410,400    410,400    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15,8084,4 センチュリー歯科医院〒166-0002 金属床による総義歯の提供

杉並区高円寺北三丁目２５番２４       （金属総義歯）第  7799号                徴収開始年月日：平成12年 8月 1日
号　三宅ビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2288号                  徴収開始年月日：平成12年 8月 1日
          継続管理種類  　      価格



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    296

15,8087,7 長谷川歯科医院 〒166-0015 金属床による総義歯の提供
杉並区成田東四丁目１４番２２号       （金属総義歯）第  8161号                徴収開始年月日：平成12年12月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15,8088,5 医療法人社団　浄生会〒167-0022 金属床による総義歯の提供

　下井草歯科医院 杉並区下井草二丁目４０番１５号       （金属総義歯）第  7800号                徴収開始年月日：平成12年10月 1日
　森田ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2289号                  徴収開始年月日：平成12年10月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      5,250          
          02:小窩裂溝填塞      5,250          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15,8104,0 阿佐ヶ谷山口歯科 〒166-0004 金属床による総義歯の提供

杉並区阿佐谷南二丁目４１番１号       （金属総義歯）第  7994号                徴収開始年月日：平成13年10月 3日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15,8112,3 にしわき歯科 〒167-0042 金属床による総義歯の提供

杉並区西荻北三丁目１３番１１号       （金属総義歯）第  8047号                徴収開始年月日：平成14年 3月 1日
　小日向ハイム１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2411号                  徴収開始年月日：平成14年 3月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      2,100          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15,8113,1 みずしま歯科クリニッ〒167-0023 金属床による総義歯の提供

ク 杉並区上井草二丁目２５番１４号       （金属総義歯）第  8085号                徴収開始年月日：平成14年 4月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2432号                  徴収開始年月日：平成14年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15,8117,2 野口歯科医院 〒166-0002 金属床による総義歯の提供

杉並区高円寺北三丁目２３番２号       （金属総義歯）第  8101号                徴収開始年月日：平成14年 4月 1日
　近藤第２ビル３階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          01:白金                                               600,000               
          03:コバルト                                           350,000               
          04:チタン                                             400,000               

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15,8130,5 あさがや清水歯科医院〒166-0001 金属床による総義歯の提供

杉並区阿佐谷北四丁目１０番１２       （金属総義歯）第  8209号                徴収開始年月日：平成14年12月 1日
号　モンテヒューメ１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2485号                  徴収開始年月日：平成14年12月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      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

[　　　　　　　　 現在 作成         頁

報告内容医療機関番号

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    297

15,8134,7 国本歯科医院 〒168-0072 金属床による総義歯の提供
杉並区高井戸東三丁目３０番７号       （金属総義歯）第  8224号                徴収開始年月日：平成15年 1月 6日

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15,8136,2 たかはし歯科 〒166-0001 金属床による総義歯の提供

杉並区阿佐谷北一丁目３１番１２       （金属総義歯）第  8228号                徴収開始年月日：平成15年 1月16日
号　メゾン芙蓉１０２号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15,8141,2 中沢歯科医院 〒168-0063 金属床による総義歯の提供

杉並区和泉三丁目４２番５号       （金属総義歯）第  8247号                徴収開始年月日：平成15年 4月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15,8144,6 佐野歯科医院 〒166-0003 金属床による総義歯の提供

杉並区高円寺南四丁目２８番１０       （金属総義歯）第  9629号                徴収開始年月日：平成23年 9月16日
号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           260,000    260,000    
          04:チタン                                             320,000    320,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15,8146,1 方南歯科医院 〒168-0063 金属床による総義歯の提供

杉並区和泉三丁目６１番３３号　       （金属総義歯）第  8295号                徴収開始年月日：平成15年 7月 1日
第三正吉マンション１０１号室           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2543号                  徴収開始年月日：平成15年 7月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15,8157,8 木内歯科医院 〒167-0042 金属床による総義歯の提供

杉並区西荻北三丁目１３番１５号       （金属総義歯）第  8403号                徴収開始年月日：平成16年 1月 5日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2602号                  徴収開始年月日：平成16年 1月 5日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15,8170,1 小林歯科診療所 〒168-0072 金属床による総義歯の提供

杉並区高井戸東三丁目２８番２４       （金属総義歯）第  8514号                徴収開始年月日：平成16年 8月 1日
号　ドムス高井戸１０３号室           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           300,000               
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15,8172,7 朋愛歯科医院 〒168-0071 金属床による総義歯の提供

杉並区高井戸西一丁目１８番６号       （金属総義歯）第  8533号                徴収開始年月日：平成16年 9月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    298

15,8180,0 杉野歯科医院 〒166-0004 金属床による総義歯の提供
杉並区阿佐谷南一丁目２７番３６       （金属総義歯）第  8593号                徴収開始年月日：平成17年 1月 1日
号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2712号                  徴収開始年月日：平成17年 1月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15,8181,8 ハタテ歯科医院 〒168-0071 金属床による総義歯の提供

杉並区高井戸西一丁目３６番１８       （金属総義歯）第  8599号                徴収開始年月日：平成16年12月28日
号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2717号                  徴収開始年月日：平成16年12月28日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15,8182,6 秋山デンタルクリニッ〒167-0034 金属床による総義歯の提供

ク 杉並区桃井四丁目３番１７号       （金属総義歯）第  8612号                徴収開始年月日：平成17年 1月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15,8188,3 原歯科医院 〒167-0023 金属床による総義歯の提供

杉並区上井草二丁目９番１５号       （金属総義歯）第  8689号                徴収開始年月日：平成17年 6月24日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15,8192,5 医療法人社団　資桜会〒168-0073 金属床による総義歯の提供

　ナカノ歯科クリニッ杉並区下高井戸四丁目１８番１３       （金属総義歯）第  8648号                徴収開始年月日：平成17年 4月 1日
ク 号           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  2742号                  徴収開始年月日：平成17年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15,8195,8 みゆき歯科クリニック〒166-0003 金属床による総義歯の提供

杉並区高円寺南一丁目２９番６号       （金属総義歯）第  8699号                徴収開始年月日：平成17年 7月 1日
　メゾンド桜１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2770号                  徴収開始年月日：平成17年 7月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15,8197,4 堀部歯科医院 〒166-0001 金属床による総義歯の提供

杉並区阿佐谷北二丁目１０番１号       （金属総義歯）第  8742号                徴収開始年月日：平成17年 8月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15,8198,2 山崎歯科医院 〒167-0042 金属床による総義歯の提供

杉並区西荻北四丁目１５番１８号       （金属総義歯）第  8720号                徴収開始年月日：平成17年 8月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    299

15,8200,6 マリア歯科 〒168-0061 金属床による総義歯の提供
杉並区大宮二丁目１４番１号　１       （金属総義歯）第  8734号                徴収開始年月日：平成17年10月 1日
０１－Ａ号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2789号                  徴収開始年月日：平成17年10月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15,8203,0 おまた歯科医院 〒167-0034 金属床による総義歯の提供

杉並区桃井二丁目３番４号　アベ       （金属総義歯）第  8752号                徴収開始年月日：平成17年11月 1日
ニューモモイ１０１           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15,8206,3 平井歯科医院 〒168-0071 金属床による総義歯の提供

杉並区高井戸西一丁目２６番１号       （金属総義歯）第  8765号                徴収開始年月日：平成17年10月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           195,000    195,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15,8215,4 医療法人社団　平島会〒166-0004 う蝕に罹患している患者の指導管理

　平島歯科クリニック杉並区阿佐谷南三丁目３７番１４       （う蝕管理）第  2865号                  徴収開始年月日：平成18年 3月 1日
号　第２北原ビル３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        500          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15,8219,6 医療法人社団　青葉済〒168-0065 金属床による総義歯の提供

生会　セントマークス杉並区浜田山四丁目１６番４号－       （金属総義歯）第  8855号                徴収開始年月日：平成18年 5月 1日
歯科 １２２号　ライオンズ浜田山セン           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

トマークス う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2857号                  徴収開始年月日：平成18年 5月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15,8223,8 あき歯科医院 〒166-0002 金属床による総義歯の提供

杉並区高円寺北三丁目２３番１２       （金属総義歯）第  8917号                徴収開始年月日：平成18年 5月26日
号　オークタワー高円寺２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15,8227,9 ツムラヤ歯科クリニッ〒167-0021 金属床による総義歯の提供

ク 杉並区井草三丁目２０番８号　フ       （金属総義歯）第  8983号                徴収開始年月日：平成18年10月27日
ラット井荻１０２号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           300,000    300,000    
          04:チタン                                             350,000    350,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2943号                  徴収開始年月日：平成18年10月27日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,580          
          02:小窩裂溝填塞      1,580          

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    300

15,8229,5 石黒歯科医院 〒168-0072 金属床による総義歯の提供
杉並区高井戸東四丁目７番２３号       （金属総義歯）第  9000号                徴収開始年月日：平成19年 1月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          04:チタン                                             500,000    500,000    
                                コバルトクロム                  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  2956号                  徴収開始年月日：平成19年 1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          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15,8232,9 木下歯科医院 〒167-0042 金属床による総義歯の提供

杉並区西荻北三丁目１２番７号　       （金属総義歯）第  9014号                徴収開始年月日：平成19年 1月29日
三又ビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           294,000    294,000    
          04:チタン                                             346,500    346,500    
          01:白金                                               472,500    472,500    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2966号                  徴収開始年月日：平成19年 2月20日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      5,250          
          02:小窩裂溝填塞      5,250          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15,8238,6 医療法人社団　明啓会〒166-0003 金属床による総義歯の提供

　ヤマモトデンタルク杉並区高円寺南二丁目５０番２号       （金属総義歯）第  9087号                徴収開始年月日：平成19年 4月 1日
リニック高円寺 　ＹＳビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           262,500    262,500    
          04:チタン                                             367,500    367,500    
          02:金                                                 525,000    525,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15,8242,8 小池歯科医院 〒166-0012 金属床による総義歯の提供

杉並区和田三丁目６０番１３号       （金属総義歯）第  9137号                徴収開始年月日：平成19年 7月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           320,000    320,000    
          04:チタン                                             350,000    350,000    
          01:白金                                               550,000    550,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15,8245,1 医療法人社団　中七会〒166-0012 金属床による総義歯の提供

　中山歯科クリニック杉並区和田一丁目１７番７号       （金属総義歯）第  9139号                徴収開始年月日：平成19年 7月 6日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
                                バイタリウム                    315,000    315,000    
          03:コバルト                                           315,000    315,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  3046号                  徴収開始年月日：平成19年 7月 6日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所        800          
          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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    301

15,8249,3 若井歯科医院 〒166-0003 金属床による総義歯の提供
杉並区高円寺南四丁目２７番１０       （金属総義歯）第  9200号                徴収開始年月日：平成19年11月 1日
号　日興ビル６階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           250,000    250,000    
          04:チタン                                             250,000    250,000    
          01:白金                                               450,000    450,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15,8253,5 山﨑歯科医院 〒167-0054 金属床による総義歯の提供

杉並区松庵一丁目１７番２４号       （金属総義歯）第  9238号                徴収開始年月日：平成20年 1月29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    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15,8255,0 まえかわ歯科医院 〒167-0053 金属床による総義歯の提供

杉並区西荻南一丁目１９番２１号       （金属総義歯）第  9287号                徴収開始年月日：平成20年 4月28日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           262,500    262,500    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15,8260,0 伊藤歯科医院 〒167-0021 金属床による総義歯の提供

杉並区井草三丁目９番８号       （金属総義歯）第  9347号                徴収開始年月日：平成20年 9月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           315,000    351,000    
          04:チタン                                             420,000    420,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15,8265,9 永福すずき歯科 〒168-0063 金属床による総義歯の提供

杉並区和泉三丁目４番２号　永福       （金属総義歯）第  9380号                徴収開始年月日：平成21年 4月 1日
町駅前友和ビル２階           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  3204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      1,500          
          02:小窩裂溝填塞      1,200          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15,8269,1 葉梨歯科医院 〒166-0012 金属床による総義歯の提供

杉並区和田二丁目２７番１１号       （金属総義歯）第  9404号                徴収開始年月日：平成21年 6月12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                                             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  3224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      2,000          
          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

[　　　　　　　　 現在 作成         頁

報告内容医療機関番号

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    302

15,8272,5 松平歯科医院 〒168-0072 金属床による総義歯の提供
杉並区高井戸東一丁目３０番１７       （金属総義歯）第  9410号                徴収開始年月日：平成21年 7月 7日
号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          01:白金                                                        1,050,000    
          02:金                                                            945,000    
          03:コバルト                                           367,500    367,500    
          04:チタン                                             735,000    735,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  3230号                  徴収開始年月日：平成21年 7月15日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所        525          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15,8278,2 かいづ歯科医院 〒166-0003 金属床による総義歯の提供

杉並区高円寺南五丁目１４番１５       （金属総義歯）第  9442号                徴収開始年月日：平成21年11月 1日
号　清風ハイム１０１           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           262,500    262,500    
          04:チタン                                             315,000    315,000    
          01:白金                                               630,000    630,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  3253号                  徴収開始年月日：平成21年11月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,050          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15,8286,5 阿佐ヶ谷駅前歯科 〒166-0004 金属床による総義歯の提供

杉並区阿佐谷南一丁目４８番１２       （金属総義歯）第  9469号                徴収開始年月日：平成22年 3月 1日
号　デルコビル西側１階２階           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  3273号                  徴収開始年月日：平成22年 3月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      5,000          
          02:小窩裂溝填塞      2,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15,8301,2 いずみ歯科医院 〒168-0063 金属床による総義歯の提供

杉並区和泉三丁目１２番６号　グ       （金属総義歯）第  9568号                徴収開始年月日：平成23年 3月 1日
ローリオ永福町１０６号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          04:チタン                                             250,000    250,000    
          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  3331号                  徴収開始年月日：平成23年 3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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    303

15,8302,0 山口歯科医院 〒167-0034 金属床による総義歯の提供
杉並区桃井二丁目１番２号       （金属総義歯）第  9571号                徴収開始年月日：平成23年 2月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           315,000    315,000    
          04:チタン                                             367,500    367,500    
          01:白金                                               525,000    525,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  3332号                  徴収開始年月日：平成23年 3月 9日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      2,100          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15,8304,6 八幡山米山歯科 〒168-0074 金属床による総義歯の提供

杉並区上高井戸一丁目８番２９号       （金属総義歯）第  9579号                徴収開始年月日：平成23年 3月 1日
　木下ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           150,000    150,000    
          04:チタン                                             200,000    200,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  3336号                  徴収開始年月日：平成23年 3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          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15,8313,7 阿佐ヶ谷つるが歯科 〒166-0004 金属床による総義歯の提供

杉並区阿佐谷南一丁目３４番１１       （金属総義歯）第  9647号                徴収開始年月日：平成23年11月 1日
号　１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           262,500    262,500    
          04:チタン                                             420,000    420,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15,8315,2 前田歯科医院 〒166-0003 金属床による総義歯の提供

杉並区高円寺南一丁目３２番１号       （金属総義歯）第  9648号                徴収開始年月日：平成23年 9月27日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           280,000    280,000    
          04:チタン                                             320,000    320,000    
          01:白金                                               450,000    450,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15,8323,6 杉沢歯科医院 〒167-0022 金属床による総義歯の提供

杉並区下井草五丁目１９番９号　       （金属総義歯）第  9693号                徴収開始年月日：平成24年 4月 1日
泉ビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          01:白金                                               550,000    530,000    
          03:コバルト                                           270,000    270,000    
          04:チタン                                             320,000    320,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  3408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      4,000          
          02:小窩裂溝填塞      2,000          



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    304

15,8325,1 野口歯科 〒167-0051 金属床による総義歯の提供
杉並区荻窪一丁目１６番１７号       （金属総義歯）第  9710号                徴収開始年月日：平成24年 7月 2日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           320,000    320,000    
          04:チタン                                             350,000    350,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  3419号                  徴収開始年月日：平成24年 7月 2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          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15,8327,7 浜歯科 〒166-0003 金属床による総義歯の提供

杉並区高円寺南三丁目２１番９号       （金属総義歯）第  9733号                徴収開始年月日：平成24年 9月 1日
　高円寺シティハウス１０１号室           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           350,000    350,000    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15,8349,1 荻窪わかまつ歯科 〒167-0051 金属床による総義歯の提供

杉並区荻窪五丁目２番４号　ライ       （金属総義歯）第  9808号                徴収開始年月日：平成25年12月 1日
オンズマンション荻窪１０６           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           350,000    350,000    
          04:チタン                                             500,000    500,000    
          40:その他             白金加工                        450,000    450,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15,8360,8 歯と歯ならびのクリニ〒166-0003 う蝕に罹患している患者の指導管理

ック 杉並区高円寺南三丁目２１番２０       （う蝕管理）第  3485号                  徴収開始年月日：平成26年 7月 1日
号           継続管理種類  　      価格

          01:フッ化物局所      1,080          
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15,8374,9 まうな歯科医院 〒167-0051 金属床による総義歯の提供

杉並区荻窪五丁目２８番４号　Ｂ       （金属総義歯）第  9886号                徴収開始年月日：平成27年 2月 1日
ＯＳＣＯ荻窪１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           250,000    250,000    
          04:チタン                                             250,000    250,000    
          02: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  3500号                  徴収開始年月日：平成27年 2月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,000          
          02:小窩裂溝填塞      1,000          
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
      （前歯部金属）第     1号                徴収開始年月日：平成27年 2月 1日
          金属の種類   １歯当たりの価格
          01:金合金        8,000          
          02:白金加金      8,000          

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    305

15,8384,8 永福町ファミリー歯科〒168-0064 金属床による総義歯の提供
クリニック 杉並区永福四丁目８番２号　Ｏａ       （金属総義歯）第  9909号                徴収開始年月日：平成27年10月 1日

ｚｏ永福１０１号室           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           250,000    250,000    
          04:チタン                                             360,000    360,000    
          01:白金                                               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  3514号                  徴収開始年月日：平成27年10月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,000          
          02:小窩裂溝填塞          0          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15,8392,1 中川歯科医院 〒166-0012 金属床による総義歯の提供

杉並区和田一丁目６６番１５号　       （金属総義歯）第  9975号                徴収開始年月日：平成29年 1月 6日
１階           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    
          40:その他             貴金属床                        500,000    500,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15,8400,2 西荻窪デンタルクリニ〒167-0042 金属床による総義歯の提供

ック 杉並区西荻北二丁目３番１０号　       （金属総義歯）第  9941号                徴収開始年月日：平成28年 4月12日
レジェンド西荻窪１０１           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    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15,8402,8 松崎歯科医院 〒167-0051 金属床による総義歯の提供

杉並区荻窪五丁目１５番１６号　       （金属総義歯）第  9946号                徴収開始年月日：平成28年 5月 1日
グランヴァン荻窪Ⅱ　２０２号室           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          02:金                                                 650,000    650,000    
          03:コバルト                                           350,000    350,000    
          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  3529号                  徴収開始年月日：平成28年 5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          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15,8412,7 飯島歯科医院 〒168-0063 金属床による総義歯の提供

杉並区和泉二丁目３２番１４号       （金属総義歯）第  9997号                徴収開始年月日：平成29年 7月20日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           324,000    324,000    
          04:チタン                                             432,000    432,000    
          01:白金                                               700,000    700,000    
          02: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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    306

15,8428,3 星野歯科医院 〒167-0052 金属床による総義歯の提供
杉並区南荻窪三丁目９番１１号       （金属総義歯）第  9994号                徴収開始年月日：平成29年 4月12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                                             250,000    250,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16,4059,8 大橋歯科医院 〒170-0002 金属床による総義歯の提供

豊島区巣鴨三丁目２５番３号       （金属総義歯）第  3405号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16,4166,1 小林歯科医院 〒171-0011 金属床による総義歯の提供

豊島区池袋本町二丁目１７番２５       （金属総義歯）第  3417号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16,4284,2 滝沢歯科医院 〒170-0013 金属床による総義歯の提供

豊島区東池袋五丁目３５番２号       （金属総義歯）第  3431号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                                      241,500    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16,4352,7 市川歯科医院 〒171-0032 金属床による総義歯の提供

豊島区雑司が谷二丁目２番１号       （金属総義歯）第  3446号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           255,000               

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16,4388,1 飯田歯科医院 〒171-0031 金属床による総義歯の提供

豊島区目白四丁目１９番１０号       （金属総義歯）第  3452号                徴収開始年月日：平成 6年 8月 8日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           225,000    225,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16,4398,0 真船歯科医院 〒170-0012 金属床による総義歯の提供

豊島区上池袋二丁目４４番３号       （金属総義歯）第  3455号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16,4406,1 セントラル歯科 〒171-0022 金属床による総義歯の提供

豊島区南池袋二丁目４１番１２号       （金属総義歯）第  3459号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
　池袋セントラルマンション３０           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
１号 う蝕に罹患している患者の指導管理

      （う蝕管理）第  1550号                  徴収開始年月日：平成 9年 6月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16,4408,7 布施歯科医院 〒170-0001 金属床による総義歯の提供

豊島区西巣鴨二丁目３４番１８号       （金属総義歯）第  3460号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16,4433,5 静谷歯科医院 〒170-0003 金属床による総義歯の提供

豊島区駒込三丁目１１番３号       （金属総義歯）第  3465号                徴収開始年月日：平成 6年 6月10日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    307

16,4447,5 間下歯科 〒171-0044 金属床による総義歯の提供
豊島区千早町一丁目２８番５号       （金属総義歯）第  3468号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1598号                  徴収開始年月日：平成 9年 7月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16,4452,5 大久保歯科医院 〒171-0051 金属床による総義歯の提供

豊島区長崎四丁目４番５号       （金属総義歯）第  3469号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16,4455,8 医療法人社団　歯友会〒170-6008 金属床による総義歯の提供

　赤羽歯科（池袋） 豊島区東池袋三丁目１番１号　サ       （金属総義歯）第  9507号                徴収開始年月日：平成22年 8月 1日
ンシャイン６０ビル８階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          01:白金                                               420,000    420,000    
          03:コバルト                                           210,000    210,000    
          04:チタン                                             262,500    262,500    
                                チタン合金（窒化）              315,000    315,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16,4464,0 正木歯科医院 〒170-0001 金属床による総義歯の提供

豊島区西巣鴨三丁目３番１０号　       （金属総義歯）第  3472号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
小林ビル１０７           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16,4470,7 佐藤歯科医院 〒170-0002 う蝕に罹患している患者の指導管理

豊島区巣鴨三丁目２５番３号　大       （う蝕管理）第  1340号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月15日
橋デンタルビル１階           継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16,4484,8 守尾歯科医院 〒171-0052 金属床による総義歯の提供

豊島区南長崎五丁目２９番１０号       （金属総義歯）第  3478号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
　島忠ビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16,4488,9 諸菱歯科医院 〒170-0003 う蝕に罹患している患者の指導管理

豊島区駒込一丁目３番６号　アザ       （う蝕管理）第   575号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
リア駒込１階           継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16,4498,8 水上歯科医院 〒170-0013 金属床による総義歯の提供

豊島区東池袋一丁目３６番３号　       （金属総義歯）第  3482号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
池袋陽光ハイツ３０８           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           240,000    240,000    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16,4499,6 石黒歯科医院 〒170-0005 金属床による総義歯の提供

豊島区南大塚一丁目１９番２号       （金属総義歯）第  6789号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    308

16,4507,6 和田垣歯科医院 〒171-0043 金属床による総義歯の提供
豊島区要町二丁目３６番地１２　       （金属総義歯）第  3487号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
永井ビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   308号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16,4515,9 神崎歯科医院 〒171-0052 金属床による総義歯の提供

豊島区南長崎三丁目１９番６号       （金属総義歯）第  3489号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16,4517,5 潮デンタルクリニック〒170-0002 金属床による総義歯の提供

豊島区巣鴨三丁目２０番１４号　       （金属総義歯）第  9716号                徴収開始年月日：平成24年 8月 3日
山下ビル３階           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    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   687号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16,4548,0 赫歯科医院 〒171-0043 金属床による総義歯の提供

豊島区要町三丁目４４番５号       （金属総義歯）第  3497号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16,4552,2 田中歯科医院 〒171-0021 金属床による総義歯の提供

豊島区西池袋四丁目３５番１１号       （金属総義歯）第  3499号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
　神田ビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16,4556,3 田島歯科医院 〒171-0043 金属床による総義歯の提供

豊島区要町一丁目１６番地８       （金属総義歯）第  3500号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           299,250               

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16,4569,6 野口歯科医院 〒171-0043 金属床による総義歯の提供

豊島区要町二丁目７番２号       （金属総義歯）第  3501号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   859号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16,4581,1 高橋歯科医院 〒170-0012 金属床による総義歯の提供

豊島区上池袋一丁目２３番６号　       （金属総義歯）第  9555号                徴収開始年月日：平成22年12月24日
広田ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           200,000    200,000    
          04:チタン                                             400,000    400,000    

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    309

16,4592,8 近藤歯科医院 〒171-0044 う蝕に罹患している患者の指導管理
豊島区千早四丁目２０番２号       （う蝕管理）第   109号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16,4596,9 鮎沢歯科医院 〒171-0052 金属床による総義歯の提供

豊島区南長崎五丁目１４番２号       （金属総義歯）第  3510号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16,4599,3 上山歯科医院 〒171-0014 金属床による総義歯の提供

豊島区池袋二丁目５４番地１０　       （金属総義歯）第  3512号                徴収開始年月日：平成 6年 7月 1日
スワンビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16,4604,1 田歯科医院 〒171-0051 金属床による総義歯の提供

豊島区長崎六丁目１０番１３号　       （金属総義歯）第  3513号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
あどにすビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16,4606,6 倉本歯科医院 〒170-0013 金属床による総義歯の提供

豊島区東池袋三丁目７番４号　倉       （金属総義歯）第  3514号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
本ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16,4621,5 島根歯科医院 〒171-0022 金属床による総義歯の提供

豊島区南池袋二丁目２４番７号       （金属総義歯）第  3519号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16,4624,9 本田歯科クリニック 〒171-0033 金属床による総義歯の提供

豊島区高田三丁目２０番１号　斉       （金属総義歯）第  3522号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
藤ビル３階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   390号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16,4631,4 医療法人社団　沼田歯〒170-0013 金属床による総義歯の提供

科 豊島区東池袋一丁目３１番１５号       （金属総義歯）第  3525号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
　トーカン池袋第二キャステール           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
３階

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16,4633,0 西巣鴨良平歯科 〒170-0001 金属床による総義歯の提供

豊島区西巣鴨四丁目１３番１号　       （金属総義歯）第  3526号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
小高第２ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   989号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    310

16,4636,3 長田歯科医院 〒170-0011 金属床による総義歯の提供
豊島区池袋本町四丁目９番２号       （金属総義歯）第  3527号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           260,000               

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16,4651,2 太田歯科医院 〒170-0002 金属床による総義歯の提供

豊島区巣鴨一丁目３６番１０号       （金属総義歯）第  3531号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   446号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16,4654,6 医療法人社団　大友会〒170-6007 金属床による総義歯の提供

　杉田歯科医院 豊島区東池袋三丁目１番１号　サ       （金属総義歯）第  3532号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
ンシャイン６０　７階８号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16,4660,3 西村歯科医院 〒170-0012 金属床による総義歯の提供

豊島区上池袋三丁目３８番５号　       （金属総義歯）第  3535号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
内山ビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   678号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16,4661,1 聖和歯科広瀬診療所 〒171-0021 金属床による総義歯の提供

豊島区西池袋五丁目２５番７号　       （金属総義歯）第  3536号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
関口ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16,4662,9 医療法人　徳真会　松〒170-0003 金属床による総義歯の提供

村歯科　駒込診療所 豊島区駒込六丁目２６番１６号　       （金属総義歯）第  3537号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
サカガミビル３階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1831号                  徴収開始年月日：平成10年 5月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16,4663,7 竹内歯科 〒171-0014 金属床による総義歯の提供

豊島区池袋三丁目５８番１２号　       （金属総義歯）第  3538号                徴収開始年月日：平成 6年 7月 1日
エスポワール１０１号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   237号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16,4666,0 合志歯科クリニック 〒170-0004 う蝕に罹患している患者の指導管理

豊島区北大塚三丁目３番１号　Ｔ       （う蝕管理）第   566号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
＆Ｎビル３・４階           継続管理種類  　      価格

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    311

16,4669,4 医療法人社団　常盤会〒171-0052 金属床による総義歯の提供
　本多歯科東長崎診療豊島区南長崎五丁目２６番３号       （金属総義歯）第  3542号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
所           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16,4671,0 幸運堂ビル歯科医院 〒170-0002 金属床による総義歯の提供

豊島区巣鴨一丁目１９番１１号　       （金属総義歯）第 35463号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
幸運堂ビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16,4673,6 森デンタルクリニック〒170-0003 金属床による総義歯の提供

豊島区駒込三丁目２番７号　デュ       （金属総義歯）第  9853号                徴収開始年月日：平成26年 4月 1日
アル駒込３階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           324,000    324,000    
          04:チタン                                             432,000    432,000    
          02:金                                                 648,000    648,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第    92号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16,4680,1 松能歯科医院 〒170-0005 金属床による総義歯の提供

豊島区南大塚二丁目４１番７号　       （金属総義歯）第  3549号                徴収開始年月日：平成 7年 4月 1日
勉強堂ビル３階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16,4681,9 飯田歯科 〒171-0044 金属床による総義歯の提供

豊島区千早三丁目１４番１８号       （金属総義歯）第  3550号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           300,000               

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16,4693,4 仁村歯科医院 〒171-0031 金属床による総義歯の提供

豊島区目白三丁目１６番１号       （金属総義歯）第  3556号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16,4698,3 河野歯科クリニック 〒170-0002 金属床による総義歯の提供

豊島区巣鴨三丁目２３番７号       （金属総義歯）第  3560号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   794号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16,4701,5 矢作歯科クリニック 〒171-0011 金属床による総義歯の提供

豊島区池袋本町二丁目１番１２号       （金属総義歯）第  6122号                徴収開始年月日：平成 8年 4月 1日
　ガーラ池袋１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    312

16,4706,4 葉山歯科クリニック 〒171-0052 金属床による総義歯の提供
豊島区南長崎五丁目２８番７号       （金属総義歯）第  6442号                徴収開始年月日：平成 8年10月24日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1396号                  徴収開始年月日：平成 9年 5月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16,4710,6 高田歯科 〒170-0012 金属床による総義歯の提供

豊島区上池袋三丁目４６番８号　       （金属総義歯）第  3562号                徴収開始年月日：平成 6年 6月30日
第一ビル３０１           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16,4715,5 医療法人社団　大塚会〒170-0005 金属床による総義歯の提供

　大多和歯科医院 豊島区南大塚三丁目５１番３号　       （金属総義歯）第  3563号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
大多和ビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16,4716,3 医療法人社団　東歯会〒171-0014 金属床による総義歯の提供

　グランドメゾンデン豊島区池袋二丁目６０番地６　グ       （金属総義歯）第  3564号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
タルクリニック ランドメゾン池袋一番館１０３号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16,4717,1 高田歯科医院 〒170-0013 金属床による総義歯の提供

豊島区東池袋四丁目３４番１０号       （金属総義歯）第  3565号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16,4720,5 おざわ歯科 〒171-0051 金属床による総義歯の提供

豊島区長崎二丁目２７番１号　熊       （金属総義歯）第  6949号                徴収開始年月日：平成10年 2月 1日
谷ビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           262,500    262,500    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1437号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月28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          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16,4721,3 北條歯科医院 〒171-0022 金属床による総義歯の提供

豊島区南池袋二丁目１２番５号　       （金属総義歯）第  3566号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
第六・七中野ビル           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16,4722,1 長島歯科医院 〒170-0003 金属床による総義歯の提供

豊島区駒込二丁目８番３号　稲山       （金属総義歯）第  3567号                徴収開始年月日：平成 6年 6月16日
ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16,4724,7 目白荒井歯科医院 〒171-0031 金属床による総義歯の提供

豊島区目白五丁目３番６号       （金属総義歯）第  3568号                徴収開始年月日：平成 6年 6月28日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    313

16,4727,0 サンシャイン通り歯科〒170-0013 金属床による総義歯の提供
医院 豊島区東池袋一丁目１５番１号　       （金属総義歯）第  3571号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日

真下ビル５階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  3525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      3,240          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16,4732,0 さゆり歯科医院 〒170-0011 金属床による総義歯の提供

豊島区池袋本町一丁目１番１号　       （金属総義歯）第  3573号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
歯研ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   362号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16,4736,1 新井歯科医院 〒171-0021 金属床による総義歯の提供

豊島区西池袋三丁目２３番４号       （金属総義歯）第  3575号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16,4739,5 小池歯科医院 〒170-0005 金属床による総義歯の提供

豊島区南大塚二丁目３５番８号　       （金属総義歯）第  3577号                徴収開始年月日：平成 7年 4月 3日
ＮＹにしむらビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16,4744,5 大野歯科クリニック 〒170-0013 金属床による総義歯の提供

豊島区東池袋一丁目３５番３号　       （金属総義歯）第  3578号                徴収開始年月日：平成 6年12月19日
池袋センタービル３階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16,4752,8 さいとう歯科医院 〒171-0051 金属床による総義歯の提供

豊島区長崎四丁目７番１１号　マ       （金属総義歯）第  3581号                徴収開始年月日：平成 7年 6月 1日
スターズ東長崎３０３           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16,4753,6 医療法人社団　陵雲会〒170-0003 金属床による総義歯の提供

　古川歯科クリニック豊島区駒込二丁目１２番１１号　       （金属総義歯）第  3582号                徴収開始年月日：平成 7年 5月 1日
古川ビル３階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   718号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16,4757,7 医療法人社団　恒心会〒171-0022 金属床による総義歯の提供

　グリーン歯科 豊島区南池袋一丁目２５番９号　       （金属総義歯）第  3583号                徴収開始年月日：平成 8年 1月17日
ＭＹＴビル６階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          01:白金                                             1,575,000  1,575,000    
          03:コバルト                                           367,500    367,500    
          04:チタン                                             630,000    630,000    

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    314

16,4763,5 長崎歯科 〒171-0051 金属床による総義歯の提供
豊島区長崎四丁目２９番４号　第       （金属総義歯）第  3585号                徴収開始年月日：平成 8年 1月 6日
３末野ビル           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           367,500               
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   219号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,575          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16,4779,1 石原デンタルクリニッ〒170-0004 金属床による総義歯の提供

ク 豊島区北大塚一丁目１８番３号　       （金属総義歯）第  6277号                徴収開始年月日：平成 8年 6月 1日
　石原ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   629号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所        300          
          02:小窩裂溝填塞        300          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16,4781,7 市丸歯科医院 〒171-0011 金属床による総義歯の提供

豊島区池袋本町三丁目２２番３号       （金属総義歯）第  6358号                徴収開始年月日：平成 8年 7月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   765号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16,4783,3 小野島歯科医院 〒170-0002 金属床による総義歯の提供

豊島区巣鴨一丁目１０番１１号       （金属総義歯）第  6480号                徴収開始年月日：平成 8年11月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16,4789,0 医療法人社団　明法会〒171-0043 金属床による総義歯の提供

　髙山歯科医院 豊島区要町三丁目２６番３号　メ       （金属総義歯）第  6669号                徴収開始年月日：平成 9年 5月 1日
ゾンＭＴ２０１号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1455号                  徴収開始年月日：平成 9年 5月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16,4806,2 島本歯科診療室 〒171-0021 金属床による総義歯の提供

豊島区西池袋五丁目１９番１４号       （金属総義歯）第  7053号                徴収開始年月日：平成10年 4月23日
　公徳堂ビル２０１号室           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1801号                  徴収開始年月日：平成10年 4月10日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16,4809,6 医療法人社団　徳和会〒170-0004 う蝕に罹患している患者の指導管理

　大塚デンタルクリニ豊島区北大塚二丁目１１番１号　       （う蝕管理）第  1825号                  徴収開始年月日：平成10年 4月 1日
ック ＳＫビル２階           継続管理種類  　      価格



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    315

16,4830,2 歯科風間医院 〒170-0002 金属床による総義歯の提供
豊島区巣鴨二丁目１６番４号       （金属総義歯）第  7355号                徴収開始年月日：平成11年 3月27日

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16,4833,6 さくらデンタルクリニ〒170-0005 金属床による総義歯の提供

ック 豊島区南大塚一丁目１番８号　ウ       （金属総義歯）第  7464号                徴収開始年月日：平成11年 9月 2日
エストモアビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2056号                  徴収開始年月日：平成11年 9月 2日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      2,100          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16,4842,7 本町歯科医院 〒170-0011 金属床による総義歯の提供

豊島区池袋本町三丁目７番２４号       （金属総義歯）第  7608号                徴収開始年月日：平成12年 3月 1日
　メゾンヤマモト１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2146号                  徴収開始年月日：平成12年 3月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16,4846,8 静谷歯科医院 〒170-0001 金属床による総義歯の提供

豊島区西巣鴨三丁目８番１号       （金属総義歯）第  7649号                徴収開始年月日：平成12年 5月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2180号                  徴収開始年月日：平成12年 5月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16,4856,7 神濱歯科医院 〒170-0002 金属床による総義歯の提供

豊島区巣鴨四丁目１４番１２号       （金属総義歯）第  7825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
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2304号                  徴収開始年月日：平成12年10月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16,4862,5 名取歯科医院 〒170-0013 金属床による総義歯の提供

豊島区東池袋四丁目１４番６号       （金属総義歯）第  7889号                徴収開始年月日：平成13年 4月 2日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2341号                  徴収開始年月日：平成13年 4月 2日
          継続管理種類  　      価格

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    316

16,4863,3 渡辺歯科医院 〒171-0052 金属床による総義歯の提供
豊島区南長崎五丁目２５番１３号       （金属総義歯）第  9274号                徴収開始年月日：平成20年 4月18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    
          02:金                                                 550,000    550,000    
          01:白金                                               850,000    850,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16,4867,4 中村歯科医院 〒170-0001 金属床による総義歯の提供

豊島区西巣鴨一丁目３番５号       （金属総義歯）第  7957号                徴収開始年月日：平成13年 6月29日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2367号                  徴収開始年月日：平成13年 6月29日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16,4870,8 中山歯科医院 〒171-0014 金属床による総義歯の提供

豊島区池袋二丁目２３番３号       （金属総義歯）第  8026号                徴収開始年月日：平成13年12月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2403号                  徴収開始年月日：平成13年12月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16,4871,6 医療法人社団　幸和会〒170-0002 金属床による総義歯の提供

　やまとむら歯科 豊島区巣鴨一丁目４番１８号　１       （金属総義歯）第  8050号                徴収開始年月日：平成14年 3月 1日
階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16,4875,7 山本歯科医院 〒170-0005 金属床による総義歯の提供

豊島区南大塚三丁目６番４号       （金属総義歯）第  8076号                徴収開始年月日：平成14年 3月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16,4879,9 添野歯科 〒171-0032 金属床による総義歯の提供

豊島区雑司が谷二丁目３番６号　       （金属総義歯）第  8166号                徴収開始年月日：平成14年 9月 2日
目白パークビル１０１           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2465号                  徴収開始年月日：平成14年 9月 2日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16,4885,6 恵愛歯科医院 〒170-0002 金属床による総義歯の提供

豊島区巣鴨一丁目１８番１１号　       （金属総義歯）第  8265号                徴収開始年月日：平成15年 4月 1日
扇屋ビル３階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2516号                  徴収開始年月日：平成15年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    317

16,4907,8 医療法人社団　優海会〒170-6007 金属床による総義歯の提供
　飛鳥歯科クリニック豊島区東池袋三丁目１番１号　サ       （金属総義歯）第  8482号                徴収開始年月日：平成16年 6月 1日

ンシャイン６０　７階　           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2655号                  徴収開始年月日：平成16年 6月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16,4911,0 医療法人社団　仁優会〒171-0022 金属床による総義歯の提供

　雑司ヶ谷デンタルク豊島区南池袋二丁目４８番２号　       （金属総義歯）第  8540号                徴収開始年月日：平成16年 9月 1日
リニック セザール池袋１０１号室           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2686号                  徴収開始年月日：平成16年 9月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16,4914,4 医療法人社団　明法会〒171-0043 う蝕に罹患している患者の指導管理

　髙山歯科医院千川診豊島区要町三丁目２６番地３　メ       （う蝕管理）第  2700号                  徴収開始年月日：平成16年12月 1日
療所 ゾンＭＴ１０１           継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16,4920,1 柳澤歯科医院 〒171-0022 金属床による総義歯の提供

豊島区南池袋一丁目１８番１号　       （金属総義歯）第  8600号                徴収開始年月日：平成16年12月15日
三品ビル８階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2718号                  徴収開始年月日：平成16年12月15日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,500          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16,4922,7 はなか歯科医院 〒170-0001 金属床による総義歯の提供

豊島区西巣鴨一丁目６番５号　ジ       （金属総義歯）第  8984号                徴収開始年月日：平成17年 2月23日
ュウエル大塚１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           300,000    280,000    
          04:チタン                                             410,000    390,000    
          02:金                                                 610,000    590,000    
          01:白金                                               700,000    680,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16,4924,3 医療法人社団　慧和会〒171-0032 金属床による総義歯の提供

　岡歯科医院 豊島区雑司が谷三丁目１７番６号       （金属総義歯）第  8649号                徴収開始年月日：平成17年 4月 1日
　トリニティー雑司が谷１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2739号                  徴収開始年月日：平成17年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      2,100          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16,4930,0 ナチュラルスマイルデ〒171-0022 金属床による総義歯の提供

ンタルクリニック 豊島区南池袋一丁目１７番１３号       （金属総義歯）第  8666号                徴収開始年月日：平成17年 6月 1日
　ゴールデンビル４階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    318

16,4932,6 竹山歯科医院 〒170-0002 金属床による総義歯の提供
豊島区巣鴨一丁目１８番４号       （金属総義歯）第  8670号                徴収開始年月日：平成17年 5月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16,4934,2 斉藤歯科医院 〒170-0002 金属床による総義歯の提供

豊島区巣鴨四丁目１４番１４号       （金属総義歯）第  8685号                徴収開始年月日：平成17年 7月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          02:金                                                 472,500    472,500    
          03:コバルト                                           262,500    262,500    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16,4935,9 やはぎ歯科クリニック〒170-0005 金属床による総義歯の提供

豊島区南大塚二丁目３番２０号　       （金属総義歯）第  8690号                徴収開始年月日：平成17年 7月 1日
アーバンビュー新大塚プラタナス           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
通り１０１

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16,4940,9 吉澤歯科医院 〒171-0014 金属床による総義歯の提供

豊島区池袋四丁目２７番６号　１       （金属総義歯）第  8725号                徴収開始年月日：平成17年 8月 1日
階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16,4942,5 有泉歯科矯正歯科医院〒170-0013 金属床による総義歯の提供

豊島区東池袋二丁目１番１３号       （金属総義歯）第  8779号                徴収開始年月日：平成17年12月12日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16,4943,3 内山歯科医院 〒171-0021 金属床による総義歯の提供

豊島区西池袋二丁目３９番３号　       （金属総義歯）第  8763号                徴収開始年月日：平成17年 9月15日
ロイヤル池袋１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16,4949,0 野木歯科医院 〒171-0042 金属床による総義歯の提供

豊島区高松三丁目１番８号       （金属総義歯）第  8833号                徴収開始年月日：平成18年 1月31日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16,4952,4 医療法人社団　康正会〒171-0022 金属床による総義歯の提供

　リキタケ歯科医院 豊島区南池袋一丁目１８番１７号       （金属総義歯）第  8861号                徴収開始年月日：平成18年 4月 1日
　Ｉ＆Ｋビル４階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2863号                  徴収開始年月日：平成18年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      2,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16,4954,0 タキザワデンタルクリ〒170-0013 金属床による総義歯の提供

ニック 豊島区東池袋三丁目２３番１３号       （金属総義歯）第  8889号                徴収開始年月日：平成18年 7月 1日
　池袋ＫＳビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2887号                  徴収開始年月日：平成18年 7月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      3,150          
          02:小窩裂溝填塞        525          



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    319

16,4959,9 医療法人社団　良口会〒171-0021 金属床による総義歯の提供
　池袋同仁歯科クリニ豊島区西池袋一丁目１６番８号　       （金属総義歯）第  8960号                徴収開始年月日：平成18年 9月29日
ック 池袋山口ビル５階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           367,500    367,500    
          04:チタン                                             525,000    525,000    
          02:金                                                 945,000    945,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16,4969,8 医療法人社団　潤優会〒171-0031 う蝕に罹患している患者の指導管理

　若林歯科医院 豊島区目白三丁目４番４号　若林       （う蝕管理）第  3004号                  徴収開始年月日：平成19年 4月 1日
ビル１階           継続管理種類  　      価格

          01:フッ化物局所      3,000          
          02:小窩裂溝填塞      1,500          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16,4972,2 東池袋歯科医院 〒170-0013 金属床による総義歯の提供

豊島区東池袋二丁目２１番３号　       （金属総義歯）第  9112号                徴収開始年月日：平成19年 5月31日
東池袋ダイヤマンション３０２号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

                                ニッケルクロム                  315,000    315,000    
          04:チタン                                             420,000    420,000    
          02:金                                                 525,000    525,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16,4979,7 医療法人社団　治心会〒171-0014 金属床による総義歯の提供

　つちや歯科医院 豊島区池袋四丁目１７番１０号　       （金属総義歯）第  9162号                徴収開始年月日：平成19年 9月 1日
土屋ビル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                                             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  3067号                  徴収開始年月日：平成19年 9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      2,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16,4982,1 医療法人社団　弘堂会〒171-0031 金属床による総義歯の提供

　大堀デンタルクリニ豊島区目白三丁目１３番５号　イ       （金属総義歯）第  9181号                徴収開始年月日：平成19年12月 1日
ック目白 トーピア目白カレン１０１号室           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          04:チタン                                             390,000    390,000    
          03:コバルト                                           270,000    270,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16,4985,4 村田歯科クリニック 〒171-0052 金属床による総義歯の提供

豊島区南長崎四丁目１７番９号       （金属総義歯）第  9216号                徴収開始年月日：平成19年12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                                             350,000    350,000    

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    320

16,4987,0 林歯科医院 〒170-0001 金属床による総義歯の提供
豊島区西巣鴨四丁目１５番９号　       （金属総義歯）第  9842号                徴収開始年月日：平成26年 4月26日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           270,000    270,000    
          04:チタン                                             378,000    378,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16,4993,8 エール歯科クリニック〒171-0043 金属床による総義歯の提供

豊島区要町一丁目１９番地２　要       （金属総義歯）第  9333号                徴収開始年月日：平成20年 9月 1日
サンハイム１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                                             367,500    367,500    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  3175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      2,000          
          02:小窩裂溝填塞      1,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16,4995,3 もみじ歯科クリニック〒171-0031 金属床による総義歯の提供

目白 豊島区目白二丁目２番１号　目白       （金属総義歯）第  9348号                徴収開始年月日：平成20年11月 1日
カルチャービル１階           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  3187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      1,500          
          02:小窩裂溝填塞      1,500          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16,4998,7 寺田歯科医院 〒171-0014 金属床による総義歯の提供

豊島区池袋二丁目６９番２号　寺       （金属総義歯）第  9391号                徴収開始年月日：平成21年 1月23日
田デンタルビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           294,000    294,000    
          04:チタン                                             409,500    378,000    
          02:金                                                 682,500    630,000    
          01:白金                                               766,500    714,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  3213号                  徴収開始年月日：平成21年 1月23日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      6,300          
          02:小窩裂溝填塞      3,150          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16,8013,1 みなみ長崎歯科医院 〒171-0052 金属床による総義歯の提供

豊島区南長崎五丁目３番１６号　       （金属総義歯）第  9492号                徴収開始年月日：平成22年 6月 1日
タカシマ・アパートメント１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           280,000    280,000    
          04:チタン                                             300,000    300,000    
          02:金                                                 650,000    650,000    
          01:白金                                               750,000    750,000    



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    321

16,8019,8 梅川歯科医院 〒171-0052 金属床による総義歯の提供
豊島区南長崎二丁目２５番１号       （金属総義歯）第  9533号                徴収開始年月日：平成22年11月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           262,500    262,500    
          01:白金                                               525,000    525,000    
          04:チタン                                             420,000    420,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  3307号                  徴収開始年月日：平成22年11月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,575          
          02:小窩裂溝填塞      1,575          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16,8029,7 医療法人社団　友伸会〒171-0021 金属床による総義歯の提供

　西池袋歯科クリニッ豊島区西池袋三丁目１７番３号　       （金属総義歯）第  9575号                徴収開始年月日：平成23年 4月 1日
ク ２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          02:金                                                 420,000    420,000    
          03:コバルト                                           210,000    210,000    
          04:チタン                                             315,000    315,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  3334号                  徴収開始年月日：平成23年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      3,150          
          02:小窩裂溝填塞      3,150          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16,8030,5 西池袋ＴＫデンタルク〒171-0021 金属床による総義歯の提供

リニック 豊島区西池袋一丁目７番１０号　       （金属総義歯）第  9580号                徴収開始年月日：平成23年 2月14日
２階           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  3338号                  徴収開始年月日：平成23年 2月14日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,050          
          02:小窩裂溝填塞      2,100          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16,8031,3 鯉沼歯科医院 〒171-0051 金属床による総義歯の提供

豊島区長崎四丁目７番１６号　ソ       （金属総義歯）第  9585号                徴収開始年月日：平成23年 5月 2日
シエ長崎第二　１０１号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          04:チタン                                             400,000    400,000    
          03:コバルト                                           260,000    260,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  3342号                  徴収開始年月日：平成23年 5月 2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          

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    322

16,8034,7 中島歯科医院 〒170-0003 金属床による総義歯の提供
豊島区駒込六丁目３３番５号       （金属総義歯）第  9593号                徴収開始年月日：平成23年 3月13日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           240,000    240,000    
          04:チタン                                             300,000    300,000    
          01:白金                                               500,000    500,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16,8037,0 医療法人社団　四葉厚〒170-0012 金属床による総義歯の提供

生会　たつや歯科板橋豊島区上池袋四丁目４７番４号　       （金属総義歯）第  9625号                徴収開始年月日：平成23年 9月 1日
クリニック リレント上池袋ＰＴ２　１階           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  3364号                  徴収開始年月日：平成23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          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16,8050,3 こだま歯科医院 〒170-0001 金属床による総義歯の提供

豊島区西巣鴨三丁目１８番２号       （金属総義歯）第  9701号                徴収開始年月日：平成24年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           150,000    150,000    
          04:チタン                                             250,000    250,000    
          02:金                                                 350,000    350,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16,8053,7 ごうけ歯科クリニック〒170-0011 金属床による総義歯の提供

豊島区池袋本町三丁目２５番１３       （金属総義歯）第  9734号                徴収開始年月日：平成24年10月 1日
号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           365,000    365,000    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16,8058,6 まどか歯科医院 〒171-0051 金属床による総義歯の提供

豊島区長崎四丁目４５番９号       （金属総義歯）第  9913号                徴収開始年月日：平成27年10月22日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           450,000    450,000    
          04:チタン                                             550,000    550,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16,8073,5 医療法人社団　四葉厚〒170-0001 金属床による総義歯の提供

生会　たつや歯科巣鴨豊島区西巣鴨二丁目７番８号　テ       （金属総義歯）第  9799号                徴収開始年月日：平成25年 9月22日
西クリニック ィジィハウス１階           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  3464号                  徴収開始年月日：平成25年 9月22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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    323

16,8107,1 医療法人社団　司会　〒171-0031 金属床による総義歯の提供
目白５丁目歯科 豊島区目白五丁目４番３号　目白       （金属総義歯）第  9927号                徴収開始年月日：平成28年 1月 1日

ｍｙｖｉｌｌａｇｅ１階Ａ区画           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  3521号                  徴収開始年月日：平成28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      3,000          
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
      （前歯部金属）第     3号                徴収開始年月日：平成28年 1月 1日
          金属の種類   １歯当たりの価格
          01:金合金      100,000          
          02:白金加金    100,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16,8110,5 ルミエール歯科 〒170-0002 金属床による総義歯の提供

豊島区巣鴨四丁目１４番１４号　       （金属総義歯）第  9944号                徴収開始年月日：平成28年 5月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           185,000    185,000    
          04:チタン                                             280,000               

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16,8125,3 モアナ歯科クリニック〒171-0051 金属床による総義歯の提供

東長崎医院 豊島区長崎五丁目１番３２号　城       （金属総義歯）第  9980号                徴収開始年月日：平成29年 1月 1日
北日専連ビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           378,000    378,000    
          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  3547号                  徴収開始年月日：平成29年 1月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,620          
          02:小窩裂溝填塞      2,160          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17,4063,8 歯科蘆田医院 〒115-0052 金属床による総義歯の提供

北区赤羽北三丁目１９番８号       （金属総義歯）第  3597号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17,4118,0 大森歯科稲付診療所 〒115-0055 金属床による総義歯の提供

北区赤羽西二丁目１２番１３号       （金属総義歯）第  3607号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17,4127,1 脇田歯科医院 〒114-0002 金属床による総義歯の提供

北区王子四丁目１９番３号       （金属総義歯）第  3611号                徴収開始年月日：平成 6年 7月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17,4219,6 渡部歯科医院 〒115-0044 金属床による総義歯の提供

北区赤羽南一丁目２９番５号       （金属総義歯）第  3626号                徴収開始年月日：平成 6年 6月30日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    324

17,4228,7 佐藤歯科医院 〒115-0051 金属床による総義歯の提供
北区浮間四丁目２番１２号       （金属総義歯）第  3628号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17,4264,2 中川歯科医院 〒115-0055 金属床による総義歯の提供

北区赤羽西四丁目２８番３号       （金属総義歯）第  3635号                徴収開始年月日：平成 6年 7月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17,4269,1 栗林歯科医院 〒115-0055 金属床による総義歯の提供

北区赤羽西四丁目６番８号       （金属総義歯）第  3638号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17,4323,6 新井歯科医院 〒114-0002 金属床による総義歯の提供

北区王子一丁目２１番７号       （金属総義歯）第  3653号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           150,000               

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17,4328,5 篠原歯科医院 〒114-0032 金属床による総義歯の提供

北区中十条三丁目４番１号       （金属総義歯）第  3655号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           262,500    262,500    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17,4329,3 東十条歯科医院 〒114-0001 金属床による総義歯の提供

北区東十条三丁目１１番１号　１       （金属総義歯）第  3656号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
０９           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           280,000               
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17,4330,1 渡辺歯科医院 〒114-0014 金属床による総義歯の提供

北区田端一丁目２３番５号       （金属総義歯）第  3657号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17,4347,5 藤川歯科医院 〒114-0022 金属床による総義歯の提供

北区王子本町一丁目１番１０号       （金属総義歯）第  3661号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
                                純チタン                        550,000    550,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17,4364,0 木村歯科医院 〒114-0023 金属床による総義歯の提供

北区滝野川六丁目６１番６号       （金属総義歯）第  3665号                徴収開始年月日：平成 6年 6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   153号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    325

17,4370,7 金高歯科 〒114-0034 金属床による総義歯の提供
北区上十条二丁目８番１１号       （金属総義歯）第  3668号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   696号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17,4376,4 武井歯科医院 〒114-0001 金属床による総義歯の提供

北区東十条四丁目５番５号　コス       （金属総義歯）第  3670号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
モプラザ日野２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17,4377,2 歯科皓歯医院 〒115-0045 金属床による総義歯の提供

北区赤羽一丁目１０番２号　高野       （金属総義歯）第  3671号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
ビル３階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17,4378,0 武田歯科医院 〒115-0053 金属床による総義歯の提供

北区赤羽台三丁目２５番１３号       （金属総義歯）第  3672号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17,4381,4 山本歯科医院 〒114-0031 金属床による総義歯の提供

北区十条仲原一丁目２番１４号　       （金属総義歯）第  3674号                徴収開始年月日：平成 6年 7月 1日
はっとすはうす２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17,4391,3 牛尾歯科医院 〒115-0045 金属床による総義歯の提供

北区赤羽二丁目８番１１号　１０       （金属総義歯）第  3678号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
１           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                                      241,500    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17,4403,6 成田歯科医院 〒114-0023 う蝕に罹患している患者の指導管理

北区滝野川七丁目３番２号       （う蝕管理）第   770号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17,4407,7 久保田歯科医院 〒115-0044 金属床による総義歯の提供

北区赤羽南一丁目２２番１号       （金属総義歯）第  3685号                徴収開始年月日：平成 6年 7月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17,4409,3 大橋ビル歯科医院 〒114-0023 金属床による総義歯の提供

北区滝野川六丁目６３番９号　大       （金属総義歯）第  3686号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
橋ビル３階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1640号                  徴収開始年月日：平成 9年 7月26日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17,4411,9 高山歯科医院 〒115-0051 金属床による総義歯の提供

北区浮間三丁目１番５５号　２０       （金属総義歯）第  3688号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
１           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    326

17,4415,0 清水歯科医院 〒115-0042 金属床による総義歯の提供
北区志茂二丁目１１番５号       （金属総義歯）第  7465号                徴収開始年月日：平成11年 7月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17,4416,8 権現坂歯科医院 〒114-0022 金属床による総義歯の提供

北区王子本町一丁目１番２２号       （金属総義歯）第  3692号                徴収開始年月日：平成 6年 7月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17,4431,7 平田歯科医院 〒115-0043 金属床による総義歯の提供

北区神谷二丁目４１番７号　１０       （金属総義歯）第  3699号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
２           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1363号                  徴収開始年月日：平成 9年 5月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17,4434,1 前川歯科医院 〒114-0014 金属床による総義歯の提供

北区田端四丁目２番１号       （金属総義歯）第  3700号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   978号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17,4444,0 矢ヶ崎歯科医院 〒114-0004 金属床による総義歯の提供

北区堀船三丁目２６番３号　明和       （金属総義歯）第  3704号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
ビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17,4446,5 齋藤歯科医院 〒114-0001 金属床による総義歯の提供

北区東十条三丁目１３番５号       （金属総義歯）第  3705号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17,4451,5 山野井歯科医院 〒114-0024 金属床による総義歯の提供

北区西ヶ原三丁目６６番１０号       （金属総義歯）第  3707号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   495号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17,4455,6 ひかり歯科医院 〒114-0002 金属床による総義歯の提供

北区王子四丁目２４番１０号　リ       （金属総義歯）第  3708号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
ーフハイツ王子Ⅱ　２０３号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17,4459,8 根岸歯科医院 〒114-0021 金属床による総義歯の提供

北区岸町一丁目１番７号　新扇屋       （金属総義歯）第  3709号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
ビル３階           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    



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    327

17,4460,6 コウノ歯科 〒115-0051 金属床による総義歯の提供
北区浮間三丁目１番５２号　４０       （金属総義歯）第  3710号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
１           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17,4475,4 久松歯科医院 〒114-0016 う蝕に罹患している患者の指導管理

北区上中里三丁目７番１１号　大       （う蝕管理）第  1323号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
橋ビル２階           継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17,4482,0 渡辺歯科医院 〒114-0001 金属床による総義歯の提供

北区東十条五丁目６番５号       （金属総義歯）第  3713号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17,4487,9 中村歯科医院 〒114-0014 金属床による総義歯の提供

北区田端一丁目３番６号       （金属総義歯）第  3716号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           125,000               
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   204号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17,4488,7 ユーコデンタルクリニ〒114-0023 金属床による総義歯の提供

ック 北区滝野川七丁目８番１０号　木       （金属総義歯）第  3717号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
曽ビル３階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          02:金                                                 252,000               
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   746号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17,4491,1 津田歯科医院 〒114-0013 金属床による総義歯の提供

北区東田端二丁目７番１６号       （金属総義歯）第  3719号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第    88号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17,4493,7 安岡歯科 〒114-0015 金属床による総義歯の提供

北区中里一丁目３番３号　メゾン       （金属総義歯）第  3720号                徴収開始年月日：平成 6年 7月15日
ディラ駒込２０１号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   532号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    328

17,4496,0 さん歯科クリニック 〒114-0012 金属床による総義歯の提供
北区田端新町三丁目３６番６号       （金属総義歯）第  3722号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   589号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17,4499,4 原澤歯科医院 〒114-0024 金属床による総義歯の提供

北区西ケ原一丁目６１番２号       （金属総義歯）第  3725号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   135号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17,4504,1 医療法人社団　田口歯〒115-0045 金属床による総義歯の提供

科医院 北区赤羽一丁目５２番１６号       （金属総義歯）第  3727号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17,4514,0 高山歯科クリニック 〒115-0051 金属床による総義歯の提供

北区浮間三丁目１３番１１号       （金属総義歯）第  9894号                徴収開始年月日：平成 6年 8月18日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           270,000    270,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17,4516,5 医療法人社団　医智会〒114-0003 金属床による総義歯の提供

　医恵歯科医院 北区豊島四丁目３番４号       （金属総義歯）第  3732号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          01:白金                                               900,000    900,000    
          03:コバルト                                           250,000    250,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17,4517,3 荒井歯科医院 〒114-0023 金属床による総義歯の提供

北区滝野川三丁目９番４号       （金属総義歯）第  3733号                徴収開始年月日：平成 6年 7月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1147号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17,4519,9 医療法人社団　仁保会〒114-0001 金属床による総義歯の提供

　百瀬歯科医院 北区東十条二丁目１２番１７号　       （金属総義歯）第  3734号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17,4520,7 牧野歯科医院 〒115-0045 金属床による総義歯の提供

北区赤羽二丁目６９番２号　千秀       （金属総義歯）第  3735号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   731号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    329

17,4521,5 野川歯科医院 〒114-0024 う蝕に罹患している患者の指導管理
北区西ヶ原二丁目４４番１０号　       （う蝕管理）第   529号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
アクト西ヶ原ビル２０４           継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17,4523,1 医療法人社団　深歯会〒115-0045 金属床による総義歯の提供

　深野歯科医院 北区赤羽二丁目１０番２号　きく       （金属総義歯）第  3737号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
やビル４階           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  1402号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      3,150          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17,4524,9 医療法人社団　慶美会〒114-0034 金属床による総義歯の提供

　上十条歯科医院 北区上十条一丁目１９番８号       （金属総義歯）第  3738号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17,4527,2 医療法人社団　松葉会〒114-0003 金属床による総義歯の提供

　豊五歯科医院 北区豊島五丁目５番５号　豊島五       （金属総義歯）第  3740号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
丁目団地１０４           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   130号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17,4538,9 医療法人社団　医信会〒114-0032 金属床による総義歯の提供

　古瀬歯科医院 北区中十条二丁目１２番２０号　       （金属総義歯）第  3744号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
マコトヤ商事十条店２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1565号                  徴収開始年月日：平成 9年 6月16日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17,4539,7 医療法人社団　守友会〒114-0015 金属床による総義歯の提供

　マモル歯科クリニッ北区中里一丁目６番８号       （金属総義歯）第  3745号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
ク           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   576号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17,4542,1 鈴木歯科医院 〒115-0042 金属床による総義歯の提供

北区志茂二丁目４１番１３号　ニ       （金属総義歯）第  3748号                徴収開始年月日：平成 6年 6月27日
ュー岩瀬１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17,4544,7 小松歯科医院 〒114-0022 金属床による総義歯の提供

北区王子本町一丁目１８番１０号       （金属総義歯）第  3750号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    330

17,4545,4 日 歯科 〒114-0034 金属床による総義歯の提供
北区上十条四丁目１３番５号       （金属総義歯）第  3751号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17,4546,2 医療法人社団　歯友会〒115-0042 金属床による総義歯の提供

　赤羽歯科（赤羽） 北区志茂一丁目１７番１０号       （金属総義歯）第  9506号                徴収開始年月日：平成22年 8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                                           210,000    210,000    
          04:チタン                                             262,500    262,500    
                                チタン合金（窒化）              315,000    315,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17,4547,0 医療法人社団　医智会〒114-0001 金属床による総義歯の提供

　医恵歯科医院東十条北区東十条三丁目１０番１５号       （金属総義歯）第  3753号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          01:白金                                               900,000    900,000    
          03:コバルト                                           250,000    250,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17,4555,3 かなえ歯科 〒114-0016 金属床による総義歯の提供

北区上中里二丁目４０番４号       （金属総義歯）第  8311号                徴収開始年月日：平成14年 8月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17,4570,2 医療法人社団　静歯会〒115-0055 金属床による総義歯の提供

　佐藤歯科医院 北区赤羽西一丁目１７番６号　佐       （金属総義歯）第  3761号                徴収開始年月日：平成 7年 4月 1日
藤ビル２０１           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           270,000    270,000    
          04:チタン                                             370,000    370,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17,4575,1 もりや歯科医院 〒114-0003 金属床による総義歯の提供

北区豊島一丁目１９番９号　ゴダ       （金属総義歯）第  3762号                徴収開始年月日：平成 7年12月 8日
イビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17,4579,3 トナミビルデンタルク〒115-0045 金属床による総義歯の提供

リニック 北区赤羽二丁目４２番１０号　赤       （金属総義歯）第  3764号                徴収開始年月日：平成 7年11月10日
羽トナミビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17,4580,1 村上歯科医院 〒114-0003 金属床による総義歯の提供

北区豊島一丁目３７番１号　ステ       （金属総義歯）第  3765号                徴収開始年月日：平成 7年 9月 1日
ラビル１０１           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   715号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17,4584,3 浜田歯科医院 〒114-0012 う蝕に罹患している患者の指導管理

北区田端新町三丁目２６番５号       （う蝕管理）第   645号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    331

17,4585,0 福田歯科医院 〒114-0024 う蝕に罹患している患者の指導管理
北区西ケ原三丁目１５番３号       （う蝕管理）第   389号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日

          継続管理種類  　      価格
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17,4586,8 神岡歯科医院 〒114-0031 う蝕に罹患している患者の指導管理

北区十条仲原一丁目２番６号　小       （う蝕管理）第  1609号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
暮ビル２階           継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17,4587,6 牧田歯科医院 〒114-0002 金属床による総義歯の提供

北区王子二丁目１６番１１号       （金属総義歯）第  6278号                徴収開始年月日：平成 8年 4月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17,4588,4 真柴歯科クリニック 〒114-0023 金属床による総義歯の提供

北区滝野川一丁目８１番８号　ラ       （金属総義歯）第  6614号                徴収開始年月日：平成 9年 4月 3日
イオンズマンション西巣鴨１０１           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   293号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17,4592,6 青山歯科医院 〒114-0004 金属床による総義歯の提供

北区堀船三丁目３４番９号       （金属総義歯）第  6359号                徴収開始年月日：平成 8年 8月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17,4594,2 公益社団法人東京都滝〒114-0023 う蝕に罹患している患者の指導管理

野川歯科医師会　北区北区滝野川六丁目２１番２５号　       （う蝕管理）第   406号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
障害者口腔保健センタ滝野川西区民センター２階           継続管理種類  　      価格
ー

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17,4596,7 及川歯科医院 〒114-0034 金属床による総義歯の提供

北区上十条二丁目２７番４号       （金属総義歯）第  6518号                徴収開始年月日：平成 8年12月 3日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17,4597,5 歯科大橋 〒115-0055 金属床による総義歯の提供

北区赤羽西一丁目３６番１４号　       （金属総義歯）第  6579号                徴収開始年月日：平成 9年 1月16日
エミネンスタワー赤羽１０１号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17,4599,1 歯科タカノ医院 〒115-0041 金属床による総義歯の提供

北区岩淵町３４番３号　ＡＮビル       （金属総義歯）第  6917号                徴収開始年月日：平成 9年12月 1日
２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1721号                  徴収開始年月日：平成 9年12月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17,4603,1 医療法人社団　聖陵会〒114-0034 金属床による総義歯の提供

　十条わたなべ歯科 北区上十条三丁目１２番４号　エ       （金属総義歯）第  6950号                徴収開始年月日：平成10年 1月 6日
ムハイツ１０１号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    332

17,4604,9 長沼歯科医院 〒114-0034 金属床による総義歯の提供
北区上十条一丁目１１番５号       （金属総義歯）第  6951号                徴収開始年月日：平成 9年12月18日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1746号                  徴収開始年月日：平成10年 2月 6日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17,4606,4 医療法人社団　歯友会〒115-0042 金属床による総義歯の提供

　赤羽歯科歯科口腔外北区志茂二丁目２２番１０号       （金属総義歯）第  7055号                徴収開始年月日：平成10年 4月 1日
科室           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1808号                  徴収開始年月日：平成10年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17,4614,8 あけぼの歯科医院 〒114-0013 金属床による総義歯の提供

北区東田端二丁目８番１５号　１       （金属総義歯）第  7262号                徴収開始年月日：平成11年 2月 1日
０４           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17,4618,9 髙橋歯科医院 〒114-0002 金属床による総義歯の提供

北区王子二丁目２２番５号       （金属総義歯）第  7356号                徴収開始年月日：平成11年 5月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          01:白金                                               600,000    600,000    
          03:コバルト                                           250,000    250,000    
          04:チタン                                             300,000               
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1990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      2,000          
          02:小窩裂溝填塞      2,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17,4621,3 いわさき歯科クリニッ〒114-0012 金属床による総義歯の提供

ク 北区田端新町三丁目３７番１号       （金属総義歯）第  7466号                徴収開始年月日：平成11年 8月15日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17,4622,1 たいち歯科医院 〒114-0023 金属床による総義歯の提供

北区滝野川三丁目４６番８号       （金属総義歯）第  7467号                徴収開始年月日：平成11年 8月 2日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2043号                  徴収開始年月日：平成11年 8月 2日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17,4624,7 沢辺歯科クリニック 〒114-0001 金属床による総義歯の提供

北区東十条二丁目１２番３号       （金属総義歯）第  7968号                徴収開始年月日：平成13年 4月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    333

17,4630,4 森川歯科医院 〒114-0002 金属床による総義歯の提供
北区王子一丁目２８番２号　王子       （金属総義歯）第  7677号                徴収開始年月日：平成12年 6月16日
ハイムやまわ１０１号室           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          04:チタン                                             367,500               
                                タイコニウム                    262,500               
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2200号                  徴収開始年月日：平成12年 6月16日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17,4637,9 フォレスト歯科 〒114-0021 金属床による総義歯の提供

北区岸町一丁目２番１３号　山崎       （金属総義歯）第  7745号                徴収開始年月日：平成12年 9月 1日
ビルディング２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2250号                  徴収開始年月日：平成12年 9月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17,4638,7 医療法人社団　寿明会〒115-0051 金属床による総義歯の提供

　うきま歯科医院 北区浮間三丁目２番１６号　エス       （金属総義歯）第  7746号                徴収開始年月日：平成12年 8月 1日
ポアール２０１号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2251号                  徴収開始年月日：平成12年 8月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17,4650,2 たち歯科医院 〒115-0051 金属床による総義歯の提供

北区浮間三丁目２７番２４号　１       （金属総義歯）第  8014号                徴収開始年月日：平成13年12月 1日
０１号室           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17,4656,9 医療法人社団　博進会〒115-0051 金属床による総義歯の提供

　パールデンタルクリ北区浮間四丁目３１番１３号       （金属総義歯）第  8118号                徴収開始年月日：平成14年 6月 1日
ニック           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2447号                  徴収開始年月日：平成14年 6月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      3,150          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17,4657,7 王子神谷歯科クリニッ〒114-0002 金属床による総義歯の提供

ク 北区王子五丁目１５番８号　島村       （金属総義歯）第  8119号                徴収開始年月日：平成14年 5月31日
第３レジデンス２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17,4661,9 あさの歯科 〒114-0002 金属床による総義歯の提供

北区王子五丁目５番３号　トウポ       （金属総義歯）第  8199号                徴収開始年月日：平成14年10月 1日
リスカイハイツ１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           300,000    300,000    
          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  2479号                  徴収開始年月日：平成14年10月 1日
          継続管理種類  　      価格



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    334

17,4662,7 医療法人社団　楓樹会〒114-0013 金属床による総義歯の提供
　棚田歯科医院 北区東田端二丁目３番８号　横山       （金属総義歯）第  8178号                徴収開始年月日：平成14年 9月 1日

ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17,4665,0 医療法人社団　寿明会〒114-0002 金属床による総義歯の提供

　ほくと歯科医院 北区王子四丁目２３番１２号　ソ       （金属総義歯）第  8206号                徴収開始年月日：平成14年10月 1日
ジャーナ王子１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2483号                  徴収開始年月日：平成14年10月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17,4666,8 マルシェ歯科 〒114-0031 金属床による総義歯の提供

北区十条仲原二丁目１０番２１号       （金属総義歯）第  8365号                徴収開始年月日：平成15年10月 1日
　金子ビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17,4679,1 ユニ歯科医院 〒115-0044 金属床による総義歯の提供

北区赤羽南二丁目１１番１１号       （金属総義歯）第  8836号                徴収開始年月日：平成15年12月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17,4683,3 みのうら歯科医院 〒114-0024 金属床による総義歯の提供

北区西ケ原一丁目４９番１５号       （金属総義歯）第  8442号                徴収開始年月日：平成16年 4月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           284,000               
          04:チタン                                             315,000               

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17,4686,6 大河原歯科医院 〒114-0002 金属床による総義歯の提供

北区王子二丁目１５番１０号       （金属総義歯）第  8508号                徴収開始年月日：平成16年 7月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17,4693,2 加藤歯科医院 〒115-0044 金属床による総義歯の提供

北区赤羽南一丁目２０番５号　松       （金属総義歯）第  8594号                徴収開始年月日：平成17年 1月 4日
本ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2713号                  徴収開始年月日：平成17年 1月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      2,100          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17,4695,7 岩﨑歯科医院 〒114-0002 金属床による総義歯の提供

北区王子二丁目１４番１８号       （金属総義歯）第  8717号                徴収開始年月日：平成17年 6月12日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    335

17,4699,9 富士歯科医院 〒114-0012 金属床による総義歯の提供
北区田端新町三丁目５番７号　安       （金属総義歯）第  8776号                徴収開始年月日：平成17年11月 1日
岡ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          04:チタン                                             315,000    315,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2810号                  徴収開始年月日：平成17年11月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17,4700,5 おおさわ歯科クリニッ〒114-0024 う蝕に罹患している患者の指導管理

ク 北区西ケ原一丁目５５番９号　タ       （う蝕管理）第  2814号                  徴収開始年月日：平成18年 1月 1日
カノ第２ビル２０１           継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17,4723,7 中村歯科医院 〒114-0034 金属床による総義歯の提供

北区上十条五丁目６番１号　地下       （金属総義歯）第  9183号                徴収開始年月日：平成19年11月 1日
１階・１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           150,000    150,000    
          04:チタン                                             250,000    250,000    
          02:金                                                 400,000    400,000    
          01:白金                                               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  3086号                  徴収開始年月日：平成19年11月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      5,000          
          02:小窩裂溝填塞      2,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17,4730,2 近藤歯科 〒114-0023 金属床による総義歯の提供

北区滝野川六丁目４４番１０号　       （金属総義歯）第  9371号                徴収開始年月日：平成21年 2月 1日
エステート相沢１０１           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           235,000    235,000    
                                タイコニューム                  235,000    235,000    
          04:チタン                                             435,000    435,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17,4733,6 光愛歯科クリニック 〒115-0044 金属床による総義歯の提供

北区赤羽南一丁目４番７号       （金属総義歯）第  9389号                徴収開始年月日：平成21年 5月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           315,000    315,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  3211号                  徴収開始年月日：平成21年 5月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,050          
          02:小窩裂溝填塞      1,050          

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    336

17,4756,7 王子シルバー歯科 〒114-0022 金属床による総義歯の提供
北区王子本町一丁目９番８号　キ       （金属総義歯）第  9572号                徴収開始年月日：平成23年 3月 4日
ャスタービル１０１号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           160,000    160,000    
                                超硬質コバルトクロム            200,000    200,000    
          04:チタン                                             250,000    250,000    
                                ステンレスメッシュ              300,000    300,000    
                                金・プラチナ                    400,000    400,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17,4767,4 医療法人社団　クラル〒115-0043 金属床による総義歯の提供

テ　東十条アクア歯科北区神谷一丁目３０番１号　サン       （金属総義歯）第  9641号                徴収開始年月日：平成23年 9月 1日
タウーノ１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           300,000    300,000    
          04:チタン                                             450,000    450,000    
          01:白金                                               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  3373号                  徴収開始年月日：平成23年 9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          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17,4779,9 医療法人社団　おおば〒114-0015 金属床による総義歯の提供

歯科医院 北区中里三丁目１７番６号       （金属総義歯）第  9694号                徴収開始年月日：平成24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    
          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  3409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      1,500          
          02:小窩裂溝填塞      1,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17,4799,7 医療法人社団　友伸会〒115-0044 う蝕に罹患している患者の指導管理

　赤羽ＬａＬａパーク北区赤羽南一丁目１９番１０号　       （う蝕管理）第  3460号                  徴収開始年月日：平成25年 6月 1日
歯科 プリミエール藤田１階           継続管理種類  　      価格

          01:フッ化物局所      3,150          
          02:小窩裂溝填塞      3,150          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17,4808,6 末廣歯科医院 〒114-0032 金属床による総義歯の提供

北区中十条一丁目１６番１６号       （金属総義歯）第  9820号                徴収開始年月日：平成26年 1月27日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           300,000    300,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18,4031,3 医療法人社団　静勝会〒116-0014 金属床による総義歯の提供

　亀沢歯科医院 荒川区東日暮里一丁目２５番１号       （金属総義歯）第  6793号                徴収開始年月日：平成 9年 8月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    337

18,4112,1 菅谷歯科医院 〒116-0003 金属床による総義歯の提供
荒川区南千住一丁目３９番１号       （金属総義歯）第  3778号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18,4119,6 河田歯科医院 〒116-0002 う蝕に罹患している患者の指導管理

荒川区荒川七丁目９番３号       （う蝕管理）第  1372号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18,4143,6 小林歯科医院 〒116-0003 金属床による総義歯の提供

荒川区南千住一丁目２５番１３号       （金属総義歯）第  3785号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18,4145,1 磯部歯科医院 〒116-0003 金属床による総義歯の提供

荒川区南千住五丁目１番４号       （金属総義歯）第  3786号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18,4177,4 雨宮歯科医院 〒116-0012 金属床による総義歯の提供

荒川区東尾久八丁目１４番３号       （金属総義歯）第  3793号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1208号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18,4182,4 板谷歯科医院 〒116-0001 金属床による総義歯の提供

荒川区町屋四丁目１８番１６号       （金属総義歯）第  3794号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18,4185,7 宮島歯科医院 〒116-0001 金属床による総義歯の提供

荒川区町屋二丁目２番３号       （金属総義歯）第  3795号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18,4201,2 蜂須賀歯科医院 〒116-0011 金属床による総義歯の提供

荒川区西尾久五丁目７番２５号       （金属総義歯）第  3799号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   356号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18,4206,1 医療法人社団　友和会〒116-0013 う蝕に罹患している患者の指導管理

　太陽歯科診療所 荒川区西日暮里五丁目１４番１２       （う蝕管理）第   371号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
号　太陽ビル６階           継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18,4222,8 三光歯科医院 〒116-0001 金属床による総義歯の提供

荒川区町屋二丁目１番１５号　町       （金属総義歯）第  3806号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
屋プラザビル３階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    338

18,4232,7 にっぽり歯科クリニッ〒116-0014 金属床による総義歯の提供
ク 荒川区東日暮里五丁目５１番１１       （金属総義歯）第  3810号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日

号　堀口ビル３階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1197号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18,4244,2 橋本歯科 〒116-0011 金属床による総義歯の提供

荒川区西尾久八丁目４０番１号       （金属総義歯）第  3812号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18,4250,9 横井歯科医院 〒116-0011 金属床による総義歯の提供

荒川区西尾久五丁目２３番８号       （金属総義歯）第  3813号                徴収開始年月日：平成 7年 4月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18,4253,3 菊田歯科 〒116-0014 金属床による総義歯の提供

荒川区東日暮里五丁目４５番１２       （金属総義歯）第  3815号                徴収開始年月日：平成 6年 9月 1日
号　いかるがビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18,4267,3 久野歯科医院 〒116-0014 金属床による総義歯の提供

荒川区東日暮里一丁目３番１２号       （金属総義歯）第  3819号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18,4269,9 青木歯科クリニック 〒116-0001 金属床による総義歯の提供

荒川区町屋三丁目２９番９号       （金属総義歯）第  3820号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18,4270,7 島田歯科医院 〒116-0012 金属床による総義歯の提供

荒川区東尾久二丁目４９番３号       （金属総義歯）第  3821号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18,4273,1 医療法人社団　光知会〒116-0013 金属床による総義歯の提供

　丹野歯科医院 荒川区西日暮里三丁目２３番９号       （金属総義歯）第  3823号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
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 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18,4274,9 山岸歯科医院 〒116-0001 金属床による総義歯の提供

荒川区町屋一丁目４番２号       （金属総義歯）第  3824号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18,4275,6 金子歯科医院 〒116-0011 金属床による総義歯の提供

荒川区西尾久六丁目２番１号       （金属総義歯）第  3825号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    339

18,4283,0 イーストヒル歯科 〒116-0002 金属床による総義歯の提供
荒川区荒川七丁目２０番１号　イ       （金属総義歯）第  3827号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
ーストヒル町屋２０８号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18,4288,9 医療法人社団　応佳会〒116-0013 金属床による総義歯の提供

　市來歯科医院 荒川区西日暮里二丁目１７番５号       （金属総義歯）第  3829号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
　日暮里サンシャインビル３階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           400,000    400,000    
          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   862号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18,4292,1 荒井歯科医院 〒116-0003 金属床による総義歯の提供

荒川区南千住七丁目３番７号       （金属総義歯）第  3830号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           250,000               

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18,4296,2 医療法人社団　希祥会〒116-0013 金属床による総義歯の提供

　朝日出歯科医院 荒川区西日暮里二丁目１８番２号       （金属総義歯）第  3832号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
　増尾ビル３階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   562号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月16日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18,4304,4 白鳥矯正歯科医院 〒116-0003 金属床による総義歯の提供

荒川区南千住五丁目３７番１１号       （金属総義歯）第  3836号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1496号                  徴収開始年月日：平成 9年 5月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18,4317,6 コハクラ歯科医院 〒116-0001 金属床による総義歯の提供

荒川区町屋三丁目２０番１４号       （金属総義歯）第  3843号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18,4319,2 渡辺歯科クリニック 〒116-0014 金属床による総義歯の提供

荒川区東日暮里一丁目１９番３号       （金属総義歯）第  3845号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
　小関ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18,4322,6 西原歯科クリニック 〒116-0013 金属床による総義歯の提供

荒川区西日暮里六丁目３４番５号       （金属総義歯）第  3847号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    340

18,4337,4 医療法人社団　隆恵会〒116-0012 金属床による総義歯の提供
　磯歯科医院 荒川区東尾久五丁目３番６号       （金属総義歯）第  3853号                徴収開始年月日：平成 7年 5月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18,4341,6 井上歯科医院 〒116-0002 金属床による総義歯の提供

荒川区荒川六丁目６番２号       （金属総義歯）第  3856号                徴収開始年月日：平成 7年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18,4342,4 医療法人社団　聖医会〒116-0012 金属床による総義歯の提供

　田中歯科クリニック荒川区東尾久五丁目１６番１５号       （金属総義歯）第  3857号                徴収開始年月日：平成 7年 3月 1日
　熊の前コーワハイツ１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

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 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18,4349,9 三浦歯科 〒116-0003 う蝕に罹患している患者の指導管理

荒川区南千住六丁目４８番２０号       （う蝕管理）第  1011号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18,4356,4 しょうだ歯科医院 〒116-0001 金属床による総義歯の提供

荒川区町屋七丁目２番５号　プラ       （金属総義歯）第  6362号                徴収開始年月日：平成 8年 7月 1日
ザ町屋１Ｆ           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           346,500    346,500    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1322号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18,4360,6 カネシマ歯科 〒116-0002 金属床による総義歯の提供

荒川区荒川三丁目６１番４号　ハ       （金属総義歯）第  6580号                徴収開始年月日：平成 9年 1月20日
イシティ日暮里東２０５           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   302号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18,4368,9 ヤマダ歯科医院 〒116-0002 金属床による総義歯の提供

荒川区荒川五丁目２８番５号       （金属総義歯）第  6952号                徴収開始年月日：平成10年 2月 2日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1745号                  徴収開始年月日：平成10年 2月 2日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18,4371,3 医療法人社団　実相会〒116-0011 金属床による総義歯の提供

　相田歯科・耳鼻科ク荒川区西尾久六丁目２番１２号       （金属総義歯）第  7015号                徴収開始年月日：平成10年 2月20日
リニック           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    341

18,4377,0 ホウキ歯科医院 〒116-0002 金属床による総義歯の提供
荒川区荒川三丁目３５番４号　ラ       （金属総義歯）第  7263号                徴収開始年月日：平成11年 3月 1日
イオンズマンション三河島第２　           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
１０３号 う蝕に罹患している患者の指導管理

      （う蝕管理）第  1958号                  徴収開始年月日：平成11年 3月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18,4380,4 熊の前歯科クリニック〒116-0012 金属床による総義歯の提供

荒川区東尾久五丁目１８番４号　       （金属総義歯）第  7357号                徴収開始年月日：平成11年 6月 1日
１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18,4382,0 医療法人社団　小形歯〒116-0012 金属床による総義歯の提供

科医院 荒川区東尾久二丁目５番１７号　       （金属総義歯）第  7424号                徴収開始年月日：平成11年 5月17日
小形ビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2022号                  徴収開始年月日：平成11年 5月17日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18,4386,1 医療法人社団　医恵会〒116-0001 金属床による総義歯の提供

　森本歯科医院 荒川区町屋三丁目２番１号　ライ       （金属総義歯）第  7566号                徴収開始年月日：平成12年 2月 1日
オンズプラザ町屋１１６           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           262,000    262,000    
          04:チタン                                             315,000    315,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18,4403,4 小林歯科医院 〒116-0011 金属床による総義歯の提供

荒川区西尾久六丁目１番１号       （金属総義歯）第  8027号                徴収開始年月日：平成14年 1月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           283,500               
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  3200号                  徴収開始年月日：平成21年 2月24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          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18,4406,7 すずき歯科 〒116-0011 金属床による総義歯の提供

荒川区西尾久八丁目２７番６号　       （金属総義歯）第  8103号                徴収開始年月日：平成14年 6月 1日
２階（株）マルヨ西尾久８丁目ビ           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
ル う蝕に罹患している患者の指導管理

      （う蝕管理）第  2443号                  徴収開始年月日：平成14年 6月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18,4409,1 久田デンタルクリニッ〒116-0001 金属床による総義歯の提供

ク 荒川区町屋三丁目８番４号       （金属総義歯）第  8198号                徴収開始年月日：平成14年 9月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    342

18,4412,5 医療法人社団　英聖会〒116-0013 金属床による総義歯の提供
　西日暮里歯科クリニ荒川区西日暮里五丁目３４番３号       （金属総義歯）第  8259号                徴収開始年月日：平成15年 3月 1日
ック 　ムツミビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2509号                  徴収開始年月日：平成15年 3月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18,4416,6 アクア歯科医院 〒116-0003 う蝕に罹患している患者の指導管理

荒川区南千住一丁目１３番２２号       （う蝕管理）第  2595号                  徴収開始年月日：平成15年12月 1日
　三ノ輪橋駅前ビル２０２           継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18,4425,7 はやしべ歯科医院 〒116-0002 金属床による総義歯の提供

荒川区荒川二丁目１番５号　セン       （金属総義歯）第  8553号                徴収開始年月日：平成16年 9月 1日
トラル荒川ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2696号                  徴収開始年月日：平成16年 9月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18,4427,3 すみ歯科クリニック 〒116-0003 金属床による総義歯の提供

荒川区南千住三丁目８番１１号　       （金属総義歯）第  8658号                徴収開始年月日：平成17年 5月14日
竹内ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18,4428,1 岡歯科医院 〒116-0002 う蝕に罹患している患者の指導管理

荒川区荒川五丁目１７番４号       （う蝕管理）第  2702号                  徴収開始年月日：平成16年11月11日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18,4431,5 松本歯科医院 〒116-0012 金属床による総義歯の提供

荒川区東尾久四丁目３３番６号       （金属総義歯）第  8588号                徴収開始年月日：平成16年11月24日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2711号                  徴収開始年月日：平成16年11月24日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18,4439,8 東京女子医科大学　東〒116-0011 金属床による総義歯の提供

医療センター歯科口腔荒川区西尾久二丁目９番１０号       （金属総義歯）第  6143号                徴収開始年月日：平成 8年 5月 1日
外科クリニック           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18,4449,7 白石歯科医院 〒116-0012 金属床による総義歯の提供

荒川区東尾久一丁目３１番７号　       （金属総義歯）第  9015号                徴収開始年月日：平成19年 2月 1日
ローランＢＭ１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           150,000    150,000    
          04:チタン                                             200,000    200,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2967号                  徴収開始年月日：平成19年 2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      1,500          



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    343

18,4475,2 小台駅前歯科クリニッ〒116-0011 金属床による総義歯の提供
ク 荒川区西尾久二丁目３７番７号　       （金属総義歯）第  9470号                徴収開始年月日：平成22年 3月 1日

中村ビル１０１号室           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    
          02:金                                                 500,000    500,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18,4479,4 冨田歯科医院 〒116-0012 金属床による総義歯の提供

荒川区東尾久八丁目４４番１号　       （金属総義歯）第  9513号                徴収開始年月日：平成22年 7月29日
ＣＡＳＡグリーチネ１階           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    
          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  3293号                  徴収開始年月日：平成22年 7月29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          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18,4487,7 若林歯科医院 〒116-0013 う蝕に罹患している患者の指導管理

荒川区西日暮里一丁目１６番２号       （う蝕管理）第  3399号                  徴収開始年月日：平成24年 4月 1日
　ビスィクレートＭ　ｓｐｅｃｉ           継続管理種類  　      価格
ａｌ１階①           01:フッ化物局所      2,000          

          02:小窩裂溝填塞      2,000          
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18,4497,6 医療法人社団　藤弘会〒116-0013 金属床による総義歯の提供

　西日暮里駅前デンタ荒川区西日暮里三丁目６番１５号       （金属総義歯）第  9695号                徴収開始年月日：平成24年 4月 2日
ルクリニック 　北條ビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          04:チタン                                             400,000    400,000    
          03:コバルト                                           370,000    370,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  3410号                  徴収開始年月日：平成24年 4月 2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      1,330          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18,4498,4 医療法人社団　志宏会〒116-0012 金属床による総義歯の提供

　まなべ歯科医院 荒川区東尾久三丁目３５番２７号       （金属総義歯）第  9700号                徴収開始年月日：平成24年 4月 1日
　ベアーハイツ１０１号室           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          04:チタン                                             450,000    400,000    
          03:コバルト                                           300,000    250,000    
          02:金                                                 500,000    450,000    
          01:白金                                               450,000    400,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  3412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        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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    344

18,4506,4 まちや歯科医院 〒116-0001 金属床による総義歯の提供
荒川区町屋八丁目３番８号　ＰＡ       （金属総義歯）第  9758号                徴収開始年月日：平成24年12月 1日
ＰＩＬＬＯＮ１０１           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          02:金                                                 400,000    400,000    
          04:チタン                                             300,000    300,000    
          03:コバルト                                           200,000    200,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18,4526,2 なかむら歯科クリニッ〒116-0001 金属床による総義歯の提供

ク 荒川区町屋一丁目６番６号　ステ       （金属総義歯）第  9982号                徴収開始年月日：平成29年 3月 1日
イシス町屋１階           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  3548号                  徴収開始年月日：平成29年 3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      5,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19,4018,8 早河歯科医院 〒173-0037 金属床による総義歯の提供

板橋区小茂根二丁目１３番１３号       （金属総義歯）第  3863号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19,4060,0 横澤歯科医院 〒174-0064 金属床による総義歯の提供

板橋区中台一丁目３６番１０号       （金属総義歯）第  3871号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19,4095,6 矢ヶ崎歯科医院 〒174-0063 金属床による総義歯の提供

板橋区前野町四丁目１９番４号       （金属総義歯）第  3877号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19,4102,0 牧野歯科医院 〒174-0051 金属床による総義歯の提供

板橋区小豆沢一丁目１４番８号       （金属総義歯）第  3879号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19,4140,0 岸野歯科医院 〒174-0072 金属床による総義歯の提供

板橋区南常盤台二丁目６番４号       （金属総義歯）第  3884号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19,4200,2 信太歯科医院 〒174-0062 金属床による総義歯の提供

板橋区富士見町３０番１号       （金属総義歯）第  3896号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19,4213,5 倉田歯科医院 〒173-0037 金属床による総義歯の提供

板橋区小茂根二丁目１７番１９号       （金属総義歯）第  3900号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           160,000    160,000    



保険外併用療養費医療機関名簿

 医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 病床数

[　　　　　　　　 現在 作成         頁

報告内容医療機関番号

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    345

19,4221,8 花島歯科医院 〒173-0025 金属床による総義歯の提供
板橋区熊野町３８番１７号       （金属総義歯）第  9877号                徴収開始年月日：平成26年10月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           256,000    256,000    
          04:チタン                                             348,000    348,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19,4227,5 萩原歯科医院 〒175-0092 金属床による総義歯の提供

板橋区赤塚二丁目２９番１３号       （金属総義歯）第  3904号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19,4235,8 市川歯科医院 〒174-0054 金属床による総義歯の提供

板橋区宮本町５３番１８号       （金属総義歯）第  3906号                徴収開始年月日：平成 6年 6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                                             350,000    350,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19,4241,6 小林歯科医院 〒173-0016 金属床による総義歯の提供

板橋区中板橋２２番１１号       （金属総義歯）第  3907号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           250,000               

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19,4281,2 水口歯科医院 〒174-0051 金属床による総義歯の提供

板橋区小豆沢二丁目２５番１号       （金属総義歯）第  3919号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19,4285,3 フナド歯科 〒174-0041 金属床による総義歯の提供

板橋区舟渡二丁目１０番１７号       （金属総義歯）第  3921号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19,4307,5 堀田歯科医院 〒174-0071 金属床による総義歯の提供

板橋区常盤台一丁目７番１５号       （金属総義歯）第  3924号                徴収開始年月日：平成 6年 6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                                             315,000               

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19,4315,8 西東歯科医院 〒174-0056 金属床による総義歯の提供

板橋区志村一丁目３５番１５号       （金属総義歯）第  3925号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19,4320,8 村上歯科医院 〒175-0082 金属床による総義歯の提供

板橋区高島平五丁目２１番５号       （金属総義歯）第  3926号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    346

19,4325,7 公益財団法人　愛世会〒173-0003 金属床による総義歯の提供
　愛歯技工専門学校附板橋区加賀一丁目１６番６号       （金属総義歯）第  3928号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
属歯科診療所           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           262,500    262,500    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2630号                  徴収開始年月日：平成16年 5月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,575          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19,4339,8 市川歯科医院 〒173-0032 金属床による総義歯の提供

板橋区大谷口上町７８番６号       （金属総義歯）第  3930号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19,4363,8 天野歯科医院 〒175-0094 金属床による総義歯の提供

板橋区成増三丁目３１番８号　久       （金属総義歯）第  3938号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
保ビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19,4371,1 山本歯科医院 〒174-0052 金属床による総義歯の提供

板橋区蓮沼町２２番５号　橋本コ       （金属総義歯）第  3942号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
ーポラス３０１           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19,4376,0 三上歯科医院 〒174-0071 金属床による総義歯の提供

板橋区常盤台四丁目３１番３号　       （金属総義歯）第  3945号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
プリンスビル４０３           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19,4382,8 田村歯科 〒175-0082 金属床による総義歯の提供

板橋区高島平九丁目８番２号　グ       （金属総義歯）第  3946号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
レース東武１０６号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   252号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19,4386,9 山口歯科医院 〒174-0063 金属床による総義歯の提供

板橋区前野町二丁目４番１７号　       （金属総義歯）第  3948号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
大商第三マンション１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19,4395,0 石井歯科クリニック 〒175-0092 金属床による総義歯の提供

板橋区赤塚五丁目３番１６号　第       （金属総義歯）第  3950号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
６須田ビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19,4398,4 渡辺歯科クリニック 〒174-0076 金属床による総義歯の提供

板橋区上板橋三丁目５番２号       （金属総義歯）第  3951号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19,4400,8 大場歯科医院 〒174-0076 金属床による総義歯の提供

板橋区上板橋一丁目１９番２１号       （金属総義歯）第  3952号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
　五本ケヤキ木下ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    347

19,4404,0 森岡歯科医院 〒175-0083 金属床による総義歯の提供
板橋区徳丸三丁目１番２５号　塩       （金属総義歯）第  3954号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
野栄文堂ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19,4405,7 川第二歯科医院 〒173-0022 金属床による総義歯の提供

板橋区仲町３７番２号       （金属総義歯）第  3955号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           200,000               

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19,4408,1 助川第二歯科医院 〒174-0071 金属床による総義歯の提供

板橋区常盤台一丁目３８番１２号       （金属総義歯）第  3957号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
　嶋田ビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19,4418,0 丸田歯科医院 〒175-0092 金属床による総義歯の提供

板橋区赤塚二丁目１番１４号　入       （金属総義歯）第  3960号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
山プラザ２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19,4436,2 高島平診療所清水歯科〒175-0082 金属床による総義歯の提供

板橋区高島平四丁目３０番６号　       （金属総義歯）第  3966号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
高島平診療所３階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19,4437,0 矢部歯科医院 〒173-0016 金属床による総義歯の提供

板橋区中板橋２８番１０号       （金属総義歯）第  3967号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           280,000               

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19,4439,6 光が丘歯科医院 〒175-0093 金属床による総義歯の提供

板橋区赤塚新町三丁目３２番１２       （金属総義歯）第  3968号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19,4444,6 冨田歯科 〒175-0082 金属床による総義歯の提供

板橋区高島平七丁目２６番１号　       （金属総義歯）第  3970号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
高島平コーポ１０２           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19,4446,1 末高歯科医院 〒174-0071 金属床による総義歯の提供

板橋区常盤台三丁目２１番５号       （金属総義歯）第  3971号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19,4451,1 有輪デンタルクリニッ〒174-0046 金属床による総義歯の提供

ク 板橋区蓮根二丁目３１番２６号       （金属総義歯）第  3973号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           250,000               

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19,4454,5 佐藤歯科医院 〒174-0052 金属床による総義歯の提供

板橋区蓮沼町１番１８号       （金属総義歯）第  3975号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    348

19,4457,8 須田歯科医院 〒175-0082 金属床による総義歯の提供
板橋区高島平一丁目３９番９号　       （金属総義歯）第  3976号                徴収開始年月日：平成 6年 7月 1日
みよしマンション１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19,4461,0 小原歯科 〒175-0081 金属床による総義歯の提供

板橋区新河岸二丁目２４番７号       （金属総義歯）第  3977号                徴収開始年月日：平成 6年 9月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19,4462,8 大橋歯科医院 〒173-0004 金属床による総義歯の提供

板橋区板橋一丁目４４番１１号       （金属総義歯）第  3978号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          04:チタン                                             241,500    241,500    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19,4466,9 サンロード広谷歯科 〒173-0014 金属床による総義歯の提供

板橋区大山東町４５番２号       （金属総義歯）第  3980号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   883号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19,4486,7 桃木歯科医院 〒173-0005 金属床による総義歯の提供

板橋区仲宿４６番１１号　東久ハ       （金属総義歯）第  3988号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
イツ仲宿２階２０１号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19,4490,9 今井歯科医院 〒174-0043 金属床による総義歯の提供

板橋区坂下三丁目２３番１９号       （金属総義歯）第  3989号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19,4491,7 五石歯科医院 〒173-0036 金属床による総義歯の提供

板橋区向原二丁目３５番５号       （金属総義歯）第  3990号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19,4493,3 山﨑歯科口腔ケアクリ〒174-0061 金属床による総義歯の提供

ニック 板橋区大原町１番１４号       （金属総義歯）第  3991号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19,4497,4 山本歯科クリニック 〒174-0056 金属床による総義歯の提供

板橋区志村一丁目３２番２４号       （金属総義歯）第  3993号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19,4499,0 玉井歯科医院 〒175-0093 う蝕に罹患している患者の指導管理

板橋区赤塚新町一丁目２４番１号       （う蝕管理）第  1287号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    349

19,4503,9 石島歯科医院 〒174-0076 金属床による総義歯の提供
板橋区上板橋三丁目２０番１２号       （金属総義歯）第373775号                徴収開始年月日：平成18年 7月31日
　フルヤビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          04:チタン                                             600,000               
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19,4505,4 石井歯科 〒173-0005 金属床による総義歯の提供

板橋区仲宿５番１０号       （金属総義歯）第  3995号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19,4507,0 しがなみ歯科医院 〒174-0062 金属床による総義歯の提供

板橋区富士見町４番２５号　シテ       （金属総義歯）第  3996号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
ィプラザ富士見町１０３           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19,4509,6 岡野歯科医院 〒173-0004 金属床による総義歯の提供

板橋区板橋一丁目１２番２号       （金属総義歯）第  3998号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19,4515,3 歯科中山医院 〒174-0052 金属床による総義歯の提供

板橋区蓮沼町１７番１４号       （金属総義歯）第  6124号                徴収開始年月日：平成 8年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19,4517,9 浅倉歯科医院 〒174-0051 金属床による総義歯の提供

板橋区小豆沢三丁目１０番３号       （金属総義歯）第  3999号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19,4520,3 武田歯科診療所 〒173-0016 金属床による総義歯の提供

板橋区中板橋３番１１号       （金属総義歯）第  4000号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19,4524,5 竹内デンタルクリニッ〒174-0044 金属床による総義歯の提供

ク 板橋区相生町８番３号       （金属総義歯）第  6671号                徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          04:チタン                                             500,000    500,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19,4527,8 円谷歯科医院 〒175-0094 金属床による総義歯の提供

板橋区成増一丁目７番１５号       （金属総義歯）第  4003号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19,4528,6 立川歯科医院 〒175-0094 金属床による総義歯の提供

板橋区成増五丁目１９番３４号　       （金属総義歯）第  4004号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
１０９           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19,4529,4 田辺歯科医院 〒175-0094 金属床による総義歯の提供

板橋区成増一丁目１３番７号       （金属総義歯）第  4005号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    350

19,4535,1 石田歯科医院 〒173-0032 金属床による総義歯の提供
板橋区大谷口上町６３番４号       （金属総義歯）第  4007号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19,4537,7 橋本歯科 〒173-0011 金属床による総義歯の提供

板橋区双葉町７番１４号　なかね       （金属総義歯）第  4008号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
ビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19,4541,9 小林歯科医院 〒175-0045 金属床による総義歯の提供

板橋区西台四丁目２番３号　コー       （金属総義歯）第  4010号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
ヨーハイツ１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           105,000    105,000    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19,4542,7 丸山歯科医院 〒174-0074 金属床による総義歯の提供

板橋区東新町一丁目２２番１２号       （金属総義歯）第  4011号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
　小松ビル１０２号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19,4543,5 長坂歯科医院 〒175-0083 金属床による総義歯の提供

板橋区徳丸一丁目４番１０号       （金属総義歯）第  4012号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19,4545,0 早川歯科医院 〒175-0093 う蝕に罹患している患者の指導管理

板橋区赤塚新町一丁目１７番３号       （う蝕管理）第  1849号                  徴収開始年月日：平成10年 6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          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19,4546,8 村上歯科医院 〒175-0083 金属床による総義歯の提供

板橋区徳丸一丁目５９番１１号　       （金属総義歯）第  4013号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
サンハイム徳丸１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   274号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19,4548,4 こいぶち歯科医院 〒173-0005 金属床による総義歯の提供

板橋区仲宿５６番１６号　リーブ       （金属総義歯）第  4014号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
ル矢崎ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19,4552,6 医療法人社団　明宏会〒175-0082 金属床による総義歯の提供

　第二歯科 板橋区高島平二丁目２３番３号　       （金属総義歯）第  4016号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
スカイプラザ４階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    351

19,4558,3 大西歯科医院 〒173-0021 金属床による総義歯の提供
板橋区弥生町３２番８号　白扇ビ       （金属総義歯）第  4017号                徴収開始年月日：平成 7年 8月 1日
ル４階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   191号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19,4559,1 等々力歯科医院 〒175-0082 金属床による総義歯の提供

板橋区高島平八丁目３０番５号       （金属総義歯）第  4018号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          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  1133号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19,4567,4 粟津歯科医院 〒174-0064 金属床による総義歯の提供

板橋区中台一丁目４９番１０号　       （金属総義歯）第  9717号                徴収開始年月日：平成24年 8月 1日
ベルハイム上板橋２０１・２０２           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
・２０３号           03:コバルト                                           230,000    230,000    

          04:チタン                                             350,000    350,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1098号                  徴収開始年月日：平成 9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      2,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19,4570,8 高橋歯科医院 〒174-0072 金属床による総義歯の提供

板橋区南常盤台一丁目３９番３号       （金属総義歯）第  4022号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
　栄太楼ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19,4572,4 土屋歯科クリニック 〒175-0082 金属床による総義歯の提供

板橋区高島平二丁目２８番１号　       （金属総義歯）第  4023号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
１０９号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19,4583,1 伊勢歯科医院 〒175-0092 金属床による総義歯の提供

板橋区赤塚三丁目３０番１４号       （金属総義歯）第  4029号                徴収開始年月日：平成 6年 7月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19,4585,6 金子歯科医院 〒174-0071 金属床による総義歯の提供

板橋区常盤台一丁目２番２号　常       （金属総義歯）第  4030号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
盤台駅前共同ビル           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19,4586,4 小野歯科医院 〒173-0023 金属床による総義歯の提供

板橋区大山町９番４号　新井ビル       （金属総義歯）第  8150号                徴収開始年月日：平成14年 7月31日
２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    352

19,4591,4 いくら歯科医院 〒173-0014 金属床による総義歯の提供
板橋区大山東町５８番２０号　北       （金属総義歯）第  4032号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
村ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19,4594,8 原田歯科クリニック 〒174-0063 金属床による総義歯の提供

板橋区前野町一丁目１１番３号　       （金属総義歯）第  4034号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
岡ビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1142号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19,4595,5 医療法人社団　恵徳会〒175-0092 金属床による総義歯の提供

　春日歯科医院 板橋区赤塚二丁目１６番１６号　       （金属総義歯）第  4035号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
春日ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           262,500    262,500    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19,4599,7 医療法人社団　誠秀会〒174-0071 金属床による総義歯の提供

　神林歯科 板橋区常盤台二丁目６番４号　梅       （金属総義歯）第  4039号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
屋ビル４階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1144号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19,4604,5 馬場歯科医院 〒173-0004 金属床による総義歯の提供

板橋区板橋三丁目５４番５号       （金属総義歯）第  4042号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           200,000               

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19,4607,8 とも歯科医院 〒175-0082 金属床による総義歯の提供

板橋区高島平八丁目２５番５号１       （金属総義歯）第  4043号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19,4608,6 大谷口歯科 〒173-0033 金属床による総義歯の提供

板橋区大山西町５９番７号       （金属総義歯）第  4044号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19,4611,0 医療法人社団　清歯会〒174-0046 金属床による総義歯の提供

　清水歯科医院 板橋区蓮根三丁目９番５号　サン       （金属総義歯）第  4045号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
ビスタ西台２階１５室           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19,4619,3 あとうデンタルクリニ〒173-0034 金属床による総義歯の提供

ック 板橋区幸町１０番４号       （金属総義歯）第  4048号                徴収開始年月日：平成 6年 7月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           262,500               
          04:チタン                                             315,000               

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    353

19,4626,8 細川歯科医院 〒174-0076 金属床による総義歯の提供
板橋区上板橋三丁目１３番８号       （金属総義歯）第  4049号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19,4631,8 医療法人社団　創心会〒174-0056 金属床による総義歯の提供

　志村歯科クリニック板橋区志村三丁目２４番１号　グ       （金属総義歯）第  4051号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
アド志村２階           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   238号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19,4634,2 医療法人社団　真良会〒175-0094 金属床による総義歯の提供

　小堀歯科医院 板橋区成増一丁目２３番２５号       （金属総義歯）第  4053号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           250,000    250,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19,4636,7 医療法人社団　一香会〒175-0094 金属床による総義歯の提供

　平澤歯科医院 板橋区成増一丁目２８番１５号　       （金属総義歯）第  4054号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
ハヤシヤビル２階２０７号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19,4637,5 金子歯科医院 〒175-0092 金属床による総義歯の提供

板橋区赤塚七丁目１０番１０号       （金属総義歯）第  4055号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19,4639,1 吉野歯科医院 〒173-0023 金属床による総義歯の提供

板橋区大山町４７番１号       （金属総義歯）第  4056号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1027号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19,4641,7 斎藤歯科クリニック 〒175-0094 金属床による総義歯の提供

板橋区成増三丁目３１番２号　ラ       （金属総義歯）第  9620号                徴収開始年月日：平成23年 8月 2日
イオンズマンション成増第三           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                                                 500,000    500,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19,4643,3 こうじ歯科クリニック〒175-0045 金属床による総義歯の提供

板橋区西台三丁目４番１号       （金属総義歯）第  4059号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19,4644,1 医療法人社団　秀啓会〒173-0004 金属床による総義歯の提供

　浅井歯科医院 板橋区板橋一丁目４９番１３号　       （金属総義歯）第  4060号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
麒麟ビル２階２０１号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          04:チタン                                             367,500    367,500    



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    354

19,4645,8 やました歯科クリニッ〒173-0014 金属床による総義歯の提供
ク 板橋区大山東町１９番１号　ＦＭ       （金属総義歯）第  4061号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日

１０ラ・アクシオン３０１号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19,4646,6 医療法人社団　仁清会〒175-0092 金属床による総義歯の提供

　山口歯科医院 板橋区赤塚一丁目３５番４号       （金属総義歯）第  4062号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                                      367,500    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19,4647,4 春日歯科医院 〒174-0075 金属床による総義歯の提供

板橋区桜川二丁目２８番２５号       （金属総義歯）第  4063号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19,4654,0 おまた歯科医院 〒175-0082 金属床による総義歯の提供

板橋区高島平一丁目４２番１号　       （金属総義歯）第  4066号                徴収開始年月日：平成 6年 9月 1日
グランベールユーアイ           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19,4660,7 医療法人社団　新医研〒174-0071 金属床による総義歯の提供

　松本歯科医院 板橋区常盤台三丁目２９番３号　       （金属総義歯）第  4067号                徴収開始年月日：平成 7年 5月24日
パークサイド常盤台１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          02:金                                                 300,000    300,000    
          03:コバルト                                           250,000    250,000    
          04:チタン                                             350,000    350,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1650号                  徴収開始年月日：平成 9年 8月11日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      2,000          
          02:小窩裂溝填塞      1,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19,4661,5 医療法人社団　守佳会〒175-0094 金属床による総義歯の提供

　歯科室キムラ成増診板橋区成増三丁目１２番２号       （金属総義歯）第  4068号                徴収開始年月日：平成 6年12月 1日
療所           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   403号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19,4667,2 阿部歯科医院 〒173-0023 金属床による総義歯の提供

板橋区大山町７番４号　セブンヒ       （金属総義歯）第  4071号                徴収開始年月日：平成 7年 7月12日
ルズ１階１０１           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19,4674,8 あんべ歯科医院 〒175-0092 金属床による総義歯の提供

板橋区赤塚四丁目１４番９号　ク       （金属総義歯）第  4072号                徴収開始年月日：平成 8年 2月10日
ロスローズ永川           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           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

[　　　　　　　　 現在 作成         頁

報告内容医療機関番号

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    355

19,4677,1 尾上歯科医院 〒175-0094 金属床による総義歯の提供
板橋区成増三丁目９番５号       （金属総義歯）第  4074号                徴収開始年月日：平成 7年 8月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           350,000    350,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19,4693,8 宇佐美歯科医院 〒175-0083 金属床による総義歯の提供

板橋区徳丸二丁目２７番７号       （金属総義歯）第  6280号                徴収開始年月日：平成 8年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19,4695,3 高島平歯科医院 〒175-0082 金属床による総義歯の提供

板橋区高島平一丁目４８番３号       （金属総義歯）第  6364号                徴収開始年月日：平成 8年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19,4697,9 医療法人社団　新正会〒175-0082 金属床による総義歯の提供

　安藤歯科医院 板橋区高島平一丁目５７番６号Ｏ       （金属総義歯）第  6366号                徴収開始年月日：平成 8年 7月 1日
ＲＣインプラント矯正センター           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1634号                  徴収開始年月日：平成 9年 7月25日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,050          
          02:小窩裂溝填塞      1,050          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19,4700,1 医療法人社団　成光会〒175-0094 金属床による総義歯の提供

　岡田歯科医院　成増板橋区成増一丁目２８番１９号　       （金属総義歯）第  6445号                徴収開始年月日：平成 8年 9月 1日
幸真ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19,4702,7 宮本歯科医院 〒173-0014 金属床による総義歯の提供

板橋区大山東町４０番６号　朝日       （金属総義歯）第  6481号                徴収開始年月日：平成 8年11月 1日
大山マンション１０８号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19,4705,0 古市歯科医院 〒174-0064 金属床による総義歯の提供

板橋区中台二丁目３８番１０号       （金属総義歯）第  6519号                徴収開始年月日：平成 8年12月 9日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   982号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19,4713,4 武藤歯科医院 〒175-0082 金属床による総義歯の提供

板橋区高島平一丁目８０番１４号       （金属総義歯）第  6617号                徴収開始年月日：平成 9年 1月 6日
　アクセスビル４階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19,4715,9 医療法人社団　英芳会〒173-0023 金属床による総義歯の提供

　 内歯科　大山クリ板橋区大山町２番２号　小松ビル       （金属総義歯）第  6732号                徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
ニック ２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1508号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    356

19,4717,5 森山歯科医院 〒173-0004 金属床による総義歯の提供
板橋区板橋二丁目４８番５号       （金属総義歯）第  6673号                徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1439号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19,4718,3 医療法人社団　山富会〒174-0046 金属床による総義歯の提供

　スズキ歯科 板橋区蓮根三丁目２番９号　木村       （金属総義歯）第  6674号                徴収開始年月日：平成 9年 5月 1日
ハイツ１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19,4721,7 氷見歯科医院 〒175-0094 金属床による総義歯の提供

板橋区成増一丁目４番４号       （金属総義歯）第  6733号                徴収開始年月日：平成 9年 4月17日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           250,000    250,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19,4722,5 川島歯科クリニック 〒173-0031 う蝕に罹患している患者の指導管理

板橋区大谷口北町５７番１号       （う蝕管理）第  1633号                  徴収開始年月日：平成 9年 5月23日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19,4724,1 ディアコート歯科 〒175-0094 金属床による総義歯の提供

板橋区成増五丁目２番１４号　デ       （金属総義歯）第  6797号                徴収開始年月日：平成 9年 8月 5日
ィアコート           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           250,000    250,000    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19,4731,6 工藤歯科医院 〒173-0026 金属床による総義歯の提供

板橋区中丸町２９番９号       （金属総義歯）第  6883号                徴収開始年月日：平成 9年12月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19,4734,0 小木歯科クリニック 〒173-0013 金属床による総義歯の提供

板橋区氷川町４番２号       （金属総義歯）第  7007号                徴収開始年月日：平成10年 4月 6日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1791号                  徴収開始年月日：平成10年 4月 7日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19,4735,7 野歯科診療所 〒174-0072 金属床による総義歯の提供

板橋区南常盤台一丁目２２番１１       （金属総義歯）第  7002号                徴収開始年月日：平成10年 4月 1日
号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    357

19,4736,5 田中歯科医院 〒173-0037 金属床による総義歯の提供
板橋区小茂根四丁目１０番２号　       （金属総義歯）第  6997号                徴収開始年月日：平成10年 2月24日
ヴィラサカイⅤ１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           310,000    310,000    
          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  1780号                  徴収開始年月日：平成10年 2月24日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19,4743,1 やの歯科クリニック 〒174-0075 金属床による総義歯の提供

板橋区桜川三丁目２１番５号　荒       （金属総義歯）第  7183号                徴収開始年月日：平成10年 8月 1日
川ビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          04:チタン                                             320,000               
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19,4746,4 金子歯科医院 〒174-0046 金属床による総義歯の提供

板橋区蓮根二丁目１０番１号　蓮       （金属総義歯）第  7264号                徴収開始年月日：平成10年11月 3日
根メディカルクリニックビル３０           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
１

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19,4748,0 医療法人社団　徳信会〒175-0094 金属床による総義歯の提供

　成増歯科医院 板橋区成増二丁目１７番１９号　       （金属総義歯）第  7224号                徴収開始年月日：平成10年10月 1日
高野ビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19,4759,7 浅水歯科医院 〒175-0082 金属床による総義歯の提供

板橋区高島平七丁目３番６号　ア       （金属総義歯）第  7426号                徴収開始年月日：平成11年 7月14日
イユーパレス１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2028号                  徴収開始年月日：平成11年 7月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      2,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19,4760,5 医療法人社団　山富会〒174-0063 金属床による総義歯の提供

　タカシデンタルクリ板橋区前野町三丁目２５番５号　       （金属総義歯）第  7427号                徴収開始年月日：平成11年 7月 9日
ニック 東都前野町ハイツ１階Ａ号室           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19,4762,1 福富歯科医院 〒174-0046 金属床による総義歯の提供

板橋区蓮根二丁目２０番１５号　       （金属総義歯）第  7470号                徴収開始年月日：平成11年 8月 2日
メゾンとみざわ１階１０１号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2047号                  徴収開始年月日：平成11年 8月 2日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19,4766,2 広瀬歯科 〒173-0036 う蝕に罹患している患者の指導管理

板橋区向原三丁目１０番７号　東       （う蝕管理）第  2074号                  徴収開始年月日：平成11年 9月 1日
急ドエル・アルス小竹向原１０４           継続管理種類  　      価格

          01:フッ化物局所      2,000          



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    358

19,4767,0 医療法人社団　宏文会〒174-0041 金属床による総義歯の提供
　浮間パーク歯科クリ板橋区舟渡一丁目１６番２３号　       （金属総義歯）第  8282号                徴収開始年月日：平成15年 6月 6日
ニック ドーミー浮間舟渡レディース１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19,4770,4 医療法人社団　秀飛会〒175-0082 金属床による総義歯の提供

　７丁目歯科 板橋区高島平七丁目１２番５号       （金属総義歯）第  7546号                徴収開始年月日：平成11年12月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2100号                  徴収開始年月日：平成11年11月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      2,000          
          02:小窩裂溝填塞      1,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19,4772,0 すずき歯科クリニック〒175-0082 金属床による総義歯の提供

板橋区高島平八丁目１１番１１号       （金属総義歯）第  7610号                徴収開始年月日：平成12年 4月 9日
　ＳＤビル２０１           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2155号                  徴収開始年月日：平成12年 4月 9日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19,4773,8 磯部歯科クリニック 〒174-0071 金属床による総義歯の提供

板橋区常盤台二丁目３番５号　吉       （金属総義歯）第  7611号                徴収開始年月日：平成12年 4月 1日
田ビル１０１号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2159号                  徴収開始年月日：平成12年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19,4779,5 たかはし歯科クリニッ〒175-0083 金属床による総義歯の提供

ク 板橋区徳丸三丁目１７番１号　サ       （金属総義歯）第  8214号                徴収開始年月日：平成14年11月25日
ークルポーチビル２０３           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19,4780,3 さとう歯科 〒175-0082 金属床による総義歯の提供

板橋区高島平四丁目１５番３号       （金属総義歯）第  7748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
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2252号                  徴収開始年月日：平成12年 8月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19,4781,1 細川歯科医院 〒173-0012 金属床による総義歯の提供

板橋区大和町１８番１０号　田中       （金属総義歯）第  7749号                徴収開始年月日：平成12年 8月28日
ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2253号                  徴収開始年月日：平成12年 8月28日
          継続管理種類  　      価格

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    359

19,4783,7 しげまつ歯科医院 〒174-0063 う蝕に罹患している患者の指導管理
板橋区前野町三丁目３２番３号       （う蝕管理）第  2290号                  徴収開始年月日：平成12年11月 1日

          継続管理種類  　      価格
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19,4788,6 医療法人社団　明法会〒174-0051 金属床による総義歯の提供

　高山歯科医院小豆沢板橋区小豆沢二丁目２７番１０号       （金属総義歯）第  8036号                徴収開始年月日：平成14年 2月 8日
診療所 　群峰小豆沢グレースマンション           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

１階１０２号 う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2409号                  徴収開始年月日：平成14年 2月 8日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19,4801,7 医療法人社団　山富会〒175-0091 金属床による総義歯の提供

　ヒロミデンタルクリ板橋区三園一丁目４５番１１号　       （金属総義歯）第  8034号                徴収開始年月日：平成14年 2月 1日
ニック グレイスコート三園１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19,4804,1 福本歯科医院 〒174-0071 金属床による総義歯の提供

板橋区常盤台一丁目１１番１７号       （金属総義歯）第  8055号                徴収開始年月日：平成14年 3月 5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    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19,4808,2 アライ歯科医院 〒173-0035 金属床による総義歯の提供

板橋区大谷口一丁目１５番９号       （金属総義歯）第  8095号                徴収開始年月日：平成14年 4月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19,4819,9 三澤歯科医院 〒174-0071 金属床による総義歯の提供

板橋区常盤台一丁目３０番８号       （金属総義歯）第  8180号                徴収開始年月日：平成14年 6月25日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           220,000               

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19,4820,7 医療法人社団　優善会〒173-0026 金属床による総義歯の提供

　上田歯科医院 板橋区中丸町５５番３号　ジュウ       （金属総義歯）第  8187号                徴収開始年月日：平成14年 9月 1日
エル城西２１６           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2475号                  徴収開始年月日：平成14年 9月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      2,100          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19,4828,0 宇美歯科医院 〒173-0035 金属床による総義歯の提供

板橋区大谷口一丁目４８番７号       （金属総義歯）第  8240号                徴収開始年月日：平成15年 3月 6日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19,4836,3 佐藤歯科医院 〒175-0083 金属床による総義歯の提供

板橋区徳丸三丁目１番６号       （金属総義歯）第  8334号                徴収開始年月日：平成15年 6月 6日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    360

19,4839,7 しんこう歯科 〒173-0004 金属床による総義歯の提供
板橋区板橋一丁目５番８号　板橋       （金属総義歯）第  9440号                徴収開始年月日：平成21年10月14日
友愛ビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           315,000    315,000    
          01:白金                                               630,000    630,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19,4841,3 鈴木歯科医院 〒173-0004 金属床による総義歯の提供

板橋区板橋一丁目２６番６号       （金属総義歯）第  8413号                徴収開始年月日：平成16年 1月30日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19,4844,7 医療法人社団　寛眞会〒175-0092 金属床による総義歯の提供

　マミ歯科 板橋区赤塚三丁目２番１４号       （金属総義歯）第  8436号                徴収開始年月日：平成16年 3月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           250,000    250,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19,4857,9 ラポール歯科診療室 〒173-0034 金属床による総義歯の提供

板橋区幸町２４番５号       （金属総義歯）第  8665号                徴収開始年月日：平成17年 6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  2748号                  徴収開始年月日：平成17年 6月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19,4861,1 富士見歯科医院 〒173-0001 金属床による総義歯の提供

板橋区本町４０番９号       （金属総義歯）第  8700号                徴収開始年月日：平成17年 7月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19,4866,0 かとう歯科 〒173-0027 金属床による総義歯の提供

板橋区南町３５番５号　庄野ビル       （金属総義歯）第  9934号                徴収開始年月日：平成28年 4月 1日
１０３           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           237,600    237,600    
          04:チタン                                             324,000    324,000    
          02:金                                                 648,000    648,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2836号                  徴収開始年月日：平成18年 3月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19,4879,3 藤﨑歯科医院 〒175-0082 金属床による総義歯の提供

板橋区高島平八丁目５番６号　オ       （金属総義歯）第  8842号                徴収開始年月日：平成18年 4月 1日
フィス８０５　２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           250,000    250,000    
          04:チタン                                             450,000               

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    361

19,4885,0 かみいた歯科クリニッ〒174-0076 金属床による総義歯の提供
ク 板橋区上板橋二丁目１番８号　上       （金属総義歯）第  8986号                徴収開始年月日：平成19年 1月 1日

板橋診療所２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          04:チタン                                             500,000    500,000    
          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  2945号                  徴収開始年月日：平成19年 1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          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19,4887,6 けやき歯科クリニック〒174-0071 金属床による総義歯の提供

板橋区常盤台四丁目２２番１２号       （金属総義歯）第  8995号                徴収開始年月日：平成19年 2月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           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  2951号                  徴収開始年月日：平成19年 2月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      2,100          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19,4893,4 医療法人社団　ＭＥＤ〒173-0014 金属床による総義歯の提供

ＩＱＯＬ　デンタルク板橋区大山東町５９番２号　くみ       （金属総義歯）第  9089号                徴収開始年月日：平成19年 4月 1日
リニック大山 ん大山ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           315,000    315,000    
          01:白金                                               367,500    367,500    
          04:チタン                                             420,000    420,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  3019号                  徴収開始年月日：平成19年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      3,150          
          02:小窩裂溝填塞      1,570          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19,4895,9 オハナデンタルクリニ〒175-0094 金属床による総義歯の提供

ック 板橋区成増三丁目２３番１４号　       （金属総義歯）第  9113号                徴収開始年月日：平成19年 7月 1日
メイユール１階           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  3033号                  徴収開始年月日：平成19年 7月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,000          
          02:小窩裂溝填塞      1,000          

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    362

19,4898,3 タンボ歯科医院 〒175-0094 金属床による総義歯の提供
板橋区成増二丁目２１番２号　ダ       （金属総義歯）第  9163号                徴収開始年月日：平成19年 9月 1日
イエー成増店３階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           178,500    178,500    
          04:チタン                                             315,000    315,000    
          02:金                                                 472,500    472,500    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  3068号                  徴収開始年月日：平成19年 9月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      3,150          
          02:小窩裂溝填塞      1,575          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19,4900,7 医療法人社団　京心会〒175-0092 金属床による総義歯の提供

　ペンシルバニアデン板橋区赤塚七丁目６番５号　オー       （金属総義歯）第  9164号                徴収開始年月日：平成19年10月 1日
タルクリニック クリッジ１階           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  3069号                  徴収開始年月日：平成19年10月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      3,150          
          02:小窩裂溝填塞      3,150          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19,4903,1 医療法人社団　光慧会〒173-0026 金属床による総義歯の提供

　中丸町デンタルクリ板橋区中丸町３７番３号　１階       （金属総義歯）第  9203号                徴収開始年月日：平成19年12月 1日
ニック           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    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  3102号                  徴収開始年月日：平成19年12月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      4,200          
          02:小窩裂溝填塞      1,260          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19,4905,6 佐藤歯科医院 〒174-0076 金属床による総義歯の提供

板橋区上板橋二丁目３２番１６号       （金属総義歯）第  9240号                徴収開始年月日：平成19年12月12日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          01:白金                                               600,000    600,000    
          02:金                                                 600,000    600,000    
          04:チタン                                             450,000    450,000    
          03:コバルト                                           350,000    350,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19,4906,4 奥津歯科医院 〒174-0076 金属床による総義歯の提供

板橋区上板橋二丁目１４番１５号       （金属総義歯）第  9220号                徴収開始年月日：平成20年 1月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
                                ニッケルコバルト                300,000    300,000    
          04:チタン                                             300,000    300,000    
          02:金                                                 500,000    500,000    



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    363

19,4907,2 医療法人社団　皓有会〒175-0083 金属床による総義歯の提供
　ゆりの木歯科矯正歯板橋区徳丸三丁目１７番１１号　       （金属総義歯）第  9275号                徴収開始年月日：平成20年 5月 1日
科クリニック １階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           200,000    200,000    
          04:チタン                                             250,000    250,000    
          02:金                                                 300,000    300,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19,4908,0 石川歯科医院 〒173-0015 金属床による総義歯の提供

板橋区栄町５番１号       （金属総義歯）第  9241号                徴収開始年月日：平成20年 1月 7日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           300,000    300,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19,4913,0 おおたけ歯科クリニッ〒174-0064 金属床による総義歯の提供

ク 板橋区中台一丁目４１番１２号       （金属総義歯）第  9288号                徴収開始年月日：平成20年 6月 1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    
          01:白金                                               800,000    800,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  3157号                  徴収開始年月日：平成20年 6月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      4,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19,4916,3 梅沢歯科医院 〒175-0094 金属床による総義歯の提供

板橋区成増一丁目１番９号　サン       （金属総義歯）第  9329号                徴収開始年月日：平成20年 8月 1日
ハイツ谷本１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           250,000    250,000    
          04:チタン                                             350,000    350,000    
          01:白金                                               450,000    450,000    
          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  3178号                  徴収開始年月日：平成20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      3,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19,4926,2 中村歯科医院 〒173-0016 金属床による総義歯の提供

板橋区中板橋２０番５号　モダ・       （金属総義歯）第  9381号                徴収開始年月日：平成21年 4月 1日
ビエント中板橋１０２号室           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           300,000    300,000    
          04:チタン                                             350,000    350,000    
          01:白金                                               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  3205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      3,000          



保険外併用療養費医療機関名簿

 医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 病床数

[　　　　　　　　 現在 作成         頁

報告内容医療機関番号

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    364

19,4941,1 サンパレス歯科 〒173-0004 金属床による総義歯の提供
板橋区板橋一丁目２７番６号　サ       （金属総義歯）第  9516号                徴収開始年月日：平成22年 7月 1日
ンパレスビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           250,000    250,000    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19,4942,9 石井歯科医院 〒175-0093 金属床による総義歯の提供

板橋区赤塚新町一丁目２１番６号       （金属総義歯）第  9542号                徴収開始年月日：平成22年11月24日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           250,000               
          04:チタン                                             300,000               
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  3317号                  徴収開始年月日：平成22年11月24日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,575          
          02:小窩裂溝填塞      1,050          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19,4944,5 医療法人社団　光慧会〒174-0074 金属床による総義歯の提供

　東新町ファミリア歯板橋区東新町二丁目７番５号　カ       （金属総義歯）第  9548号                徴収開始年月日：平成22年11月 1日
科 ーサマイローザ１階１０１号室           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           350,000    350,000    
          02:金                                                 600,000    600,000    
          04:チタン                                             550,000    550,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  3321号                  徴収開始年月日：平成22年11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      2,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19,4946,0 まるやま歯科クリニッ〒173-0021 金属床による総義歯の提供

ク 板橋区弥生町５３番１号　出蔵ビ       （金属総義歯）第  9586号                徴収開始年月日：平成23年 5月 2日
ル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          04:チタン                                             300,000    300,000    
          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  3343号                  徴収開始年月日：平成23年 5月 2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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    365

19,4950,2 塩髙歯科医院 〒174-0055 金属床による総義歯の提供
板橋区泉町４番１号　第２サンハ       （金属総義歯）第  9597号                徴収開始年月日：平成23年 6月 8日
イツ泉町１０１           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  3355号                  徴収開始年月日：平成23年 6月 8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          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19,4952,8 松歯科医院 〒174-0053 う蝕に罹患している患者の指導管理

板橋区清水町２７番５号       （う蝕管理）第  3372号                  徴収開始年月日：平成23年10月24日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,050          
          02:小窩裂溝填塞      1,050          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19,4968,4 中村歯科医院 〒175-0083 金属床による総義歯の提供

板橋区徳丸三丁目２番１８号　ま       （金属総義歯）第  9772号                徴収開始年月日：平成25年 2月 1日
つどビル１階１０３号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           250,000    250,000    
          04:チタン                                             450,000    450,000    
          01:白金                                               650,000    650,000    
          02:金                                                 500,000    500,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19,4969,2 高久歯科口腔外科クリ〒173-0012 金属床による総義歯の提供

ニック 板橋区大和町４５番１２号       （金属総義歯）第  9774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
          02:金                                                 550,000    550,000    
          04:チタン                                             450,000    450,000    
          03:コバルト                                           350,000    350,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  3451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      2,000          
          02:小窩裂溝填塞      2,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19,8002,8 木村歯科医院 〒173-0024 金属床による総義歯の提供

板橋区大山金井町５３番２号       （金属総義歯）第  9902号                徴収開始年月日：平成27年 8月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          01:白金                                               250,000    250,000    
          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  3509号                  徴収開始年月日：平成27年 8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

[　　　　　　　　 現在 作成         頁

報告内容医療機関番号

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    366

19,8018,4 みのる歯科浮間舟渡 〒174-0041 金属床による総義歯の提供
板橋区舟渡一丁目６番２２号　ベ       （金属総義歯）第  9974号                徴収開始年月日：平成29年 1月 1日
ルクスモール浮間舟渡           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           324,000    324,000    
          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  3544号                  徴収開始年月日：平成29年 1月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,620          
          02:小窩裂溝填塞      2,700          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19,8024,2 エミールこども歯科・〒173-0004 う蝕に罹患している患者の指導管理

矯正歯科 板橋区板橋一丁目１２番６号　シ       （う蝕管理）第  3554号                  徴収開始年月日：平成29年 9月 1日
ラトリビル１０２           継続管理種類  　      価格

          01:フッ化物局所      1,000          
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20,4019,4 大崎歯科医院 〒176-0013 金属床による総義歯の提供

練馬区豊玉中三丁目１０番１３号       （金属総義歯）第  4076号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20,4027,7 上條歯科医院 〒176-0022 金属床による総義歯の提供

練馬区向山三丁目１番２号       （金属総義歯）第  4077号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           280,000    270,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20,4034,3 金藤歯科医院 〒177-0034 金属床による総義歯の提供

練馬区富士見台三丁目６番８号       （金属総義歯）第  4081号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          04:チタン                                             300,000    300,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20,4074,9 小山歯科医院 〒177-0051 金属床による総義歯の提供

練馬区関町北三丁目３番２１号       （金属総義歯）第  4086号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1216号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20,4155,6 小川歯科医院 〒176-0021 金属床による総義歯の提供

練馬区貫井三丁目４６番３４号       （金属総義歯）第  4097号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20,4177,0 小林歯科 〒176-0021 金属床による総義歯の提供

練馬区貫井二丁目９番６号       （金属総義歯）第  4100号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    367

20,4187,9 斉藤歯科医院 〒179-0076 金属床による総義歯の提供
練馬区土支田三丁目２４番１７号       （金属総義歯）第  4102号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20,4207,5 岩田歯科医院 〒177-0041 金属床による総義歯の提供

練馬区石神井町三丁目２４番７号       （金属総義歯）第  4105号                徴収開始年月日：平成 6年 6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   933号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20,4253,9 広瀬歯科医院 〒179-0083 金属床による総義歯の提供

練馬区平和台一丁目３９番１６号       （金属総義歯）第  4115号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20,4286,9 増田歯科医院 〒179-0074 金属床による総義歯の提供

練馬区春日町四丁目３０番２４号       （金属総義歯）第  7719号                徴収開始年月日：平成12年 4月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20,4293,5 桜台歯科 〒176-0002 金属床による総義歯の提供

練馬区桜台五丁目２２番４号       （金属総義歯）第  4122号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1236号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20,4307,3 岡田歯科医院 〒178-0063 金属床による総義歯の提供

練馬区東大泉五丁目４１番２１号       （金属総義歯）第  4126号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
　キムラヤビル３階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          04:チタン                                             250,000    250,000    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20,4311,5 戸木田歯科医院 〒178-0061 金属床による総義歯の提供

練馬区大泉学園町六丁目１６番３       （金属総義歯）第  4127号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
４号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20,4332,1 森山歯科クリニック 〒178-0061 金属床による総義歯の提供

練馬区大泉学園町七丁目８番３０       （金属総義歯）第  4133号                徴収開始年月日：平成 6年 7月 1日
号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    368

20,4350,3 杉の木歯科 〒176-0021 金属床による総義歯の提供
練馬区貫井二丁目８番２１号       （金属総義歯）第  4137号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日

          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                                           200,000    200,000    
          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   753号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20,4357,8 渡辺歯科クリニック 〒178-0061 金属床による総義歯の提供

練馬区大泉学園町一丁目１番５号       （金属総義歯）第  4138号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
　タカジンヤシャトレー１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20,4358,6 山口歯科医院 〒177-0053 金属床による総義歯の提供

練馬区関町南一丁目１２番２９号       （金属総義歯）第  9504号                徴収開始年月日：平成22年 7月14日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          04:チタン                                             280,000               
          03:コバルト                                           260,000    260,000    
          04:チタン                                             300,000    300,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20,4359,4 望月歯科医院 〒178-0061 金属床による総義歯の提供

練馬区大泉学園町八丁目３番２６       （金属総義歯）第  4140号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   705号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20,4372,7 五十嵐歯科医院 〒178-0062 金属床による総義歯の提供

練馬区大泉町五丁目４番１６号       （金属総義歯）第  4141号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20,4379,2 山内歯科医院 〒176-0002 金属床による総義歯の提供

練馬区桜台三丁目３８番１７号       （金属総義歯）第  4142号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20,4396,6 大森歯科医院 〒177-0045 金属床による総義歯の提供

練馬区石神井台三丁目３２番５号       （金属総義歯）第  4146号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20,4421,2 角田歯科医院 〒176-0021 金属床による総義歯の提供

練馬区貫井三丁目８番１７号　内       （金属総義歯）第  4148号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
田ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    369

20,4426,1 富村歯科医院 〒178-0063 金属床による総義歯の提供
練馬区東大泉三丁目１６番２９号       （金属総義歯）第  4149号                徴収開始年月日：平成 7年 5月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20,4429,5 田中歯科医院 〒177-0051 金属床による総義歯の提供

練馬区関町北一丁目１０番１１号       （金属総義歯）第  4151号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20,4443,6 櫻井歯科医院 〒176-0006 金属床による総義歯の提供

練馬区栄町９番８号       （金属総義歯）第  4153号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20,4466,7 さかい歯科医院 〒178-0063 金属床による総義歯の提供

練馬区東大泉四丁目２９番３５号       （金属総義歯）第  4159号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20,4470,9 山本歯科医院 〒176-0003 金属床による総義歯の提供

練馬区羽沢二丁目７番１０号       （金属総義歯）第  4160号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20,4475,8 マサキ歯科医院 〒178-0063 金属床による総義歯の提供

練馬区東大泉二丁目５番９号       （金属総義歯）第  4161号                徴収開始年月日：平成 7年 9月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           250,000    250,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20,4483,2 下田歯科医院 〒176-0022 金属床による総義歯の提供

練馬区向山三丁目１０番１７号       （金属総義歯）第  4162号                徴収開始年月日：平成 7年 5月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20,4487,3 島津歯科医院 〒176-0006 金属床による総義歯の提供

練馬区栄町１番６号　タナカビル       （金属総義歯）第  4164号                徴収開始年月日：平成 6年 8月 1日
１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20,4492,3 川上歯科医院 〒177-0041 金属床による総義歯の提供

練馬区石神井町三丁目２４番１１       （金属総義歯）第  4165号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20,4503,7 井村歯科 〒176-0023 金属床による総義歯の提供

練馬区中村北一丁目１３番１８号       （金属総義歯）第  4167号                徴収開始年月日：平成 6年11月 1日
　練馬スカイホーム１０１           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1484号                  徴収開始年月日：平成 9年 5月12日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20,4507,8 郷家歯科医院 〒178-0063 金属床による総義歯の提供

練馬区東大泉五丁目４１番１７号       （金属総義歯）第  4168号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
　岩崎ビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    370

20,4511,0 大島歯科医院 〒176-0001 金属床による総義歯の提供
練馬区練馬四丁目１０番１４号　       （金属総義歯）第  4170号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
メゾン三幸１０１           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1227号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20,4515,1 大橋歯科クリニック 〒176-0005 金属床による総義歯の提供

練馬区旭丘一丁目６５番１７号　       （金属総義歯）第  4171号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
小坂ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20,4517,7 日比歯科医院 〒178-0065 金属床による総義歯の提供

練馬区西大泉四丁目１０番３６号       （金属総義歯）第  4172号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20,4518,5 山崎歯科医院 〒177-0044 金属床による総義歯の提供

練馬区上石神井一丁目１３番４号       （金属総義歯）第  4173号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20,4521,9 五十嵐歯科医院 〒176-0001 金属床による総義歯の提供

練馬区練馬二丁目５番７号       （金属総義歯）第  4175号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20,4526,8 市川歯科医院 〒179-0083 金属床による総義歯の提供

練馬区平和台一丁目３１番１６号       （金属総義歯）第  4176号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20,4537,5 堀内歯科医院 〒176-0022 金属床による総義歯の提供

練馬区向山四丁目２２番８号       （金属総義歯）第  4180号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20,4543,3 佐田歯科医院 〒178-0064 金属床による総義歯の提供

練馬区南大泉二丁目１６番７号       （金属総義歯）第  4181号                徴収開始年月日：平成 6年11月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20,4552,4 菊池歯科医院 〒176-0004 金属床による総義歯の提供

練馬区小竹町一丁目５７番１号       （金属総義歯）第  4185号                徴収開始年月日：平成 6年 7月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   926号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20,4553,2 かわな歯科医院 〒176-0012 金属床による総義歯の提供

練馬区豊玉北六丁目４番５号　新       （金属総義歯）第  4186号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
谷ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    371

20,4556,5 赤津歯科クリニック 〒176-0012 金属床による総義歯の提供
練馬区豊玉北五丁目１１番１２号       （金属総義歯）第  4188号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20,4562,3 那須歯科医院 〒177-0051 金属床による総義歯の提供

練馬区関町北二丁目２０番１５号       （金属総義歯）第  4189号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          04:チタン                                             250,000    250,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20,4563,1 上石神井北口歯科 〒177-0044 金属床による総義歯の提供

練馬区上石神井二丁目２５番５号       （金属総義歯）第  4190号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
　栄ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   954号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20,4564,9 金沢歯科医院 〒176-0012 金属床による総義歯の提供

練馬区豊玉北五丁目１９番１１号       （金属総義歯）第  4191号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
　精美ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第    56号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20,4574,8 小田歯科医院 〒179-0073 金属床による総義歯の提供

練馬区田柄二丁目５３番１号　蔦       （金属総義歯）第  7265号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
ビルマイソーレハーヤ２０３号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20,4575,5 カモ歯科クリニック 〒176-0021 金属床による総義歯の提供

練馬区貫井三丁目１１番１３号　       （金属総義歯）第  4194号                徴収開始年月日：平成 7年 2月 1日
オオクボビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20,4577,1 おしお歯科 〒176-0021 金属床による総義歯の提供

練馬区貫井二丁目２番１０号　昌       （金属総義歯）第  4195号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
栄第二ビル１０４号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           190,000    190,000    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20,4579,7 さくらい歯科医院 〒176-0021 金属床による総義歯の提供

練馬区貫井三丁目４６番２０号       （金属総義歯）第  4196号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   774号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20,4591,2 浅見歯科医院 〒179-0084 金属床による総義歯の提供

練馬区氷川台二丁目１２番３号　       （金属総義歯）第  4201号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
アールヒル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    372

20,4592,0 古田歯科医院 〒176-0022 金属床による総義歯の提供
練馬区向山四丁目１２番８号       （金属総義歯）第  4202号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20,4605,0 山田歯科医院 〒179-0072 金属床による総義歯の提供

練馬区光が丘二丁目４番１１号　       （金属総義歯）第  4206号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
１０１号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           250,000    250,000    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20,4610,0 医療法人社団　静和会〒177-0045 金属床による総義歯の提供

　上田歯科医院 練馬区石神井台二丁目１番１１号       （金属総義歯）第  4207号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           210,000    210,000    
          04:チタン                                             280,000    280,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   863号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20,4611,8 佐藤歯科医院 〒179-0074 金属床による総義歯の提供

練馬区春日町六丁目１６番１１号       （金属総義歯）第  4208号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
　フォーチュン光が丘２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20,4615,9 医療法人社団　生康会〒177-0052 金属床による総義歯の提供

　生田ブライト歯科ク練馬区関町東一丁目３番１９号       （金属総義歯）第  4210号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
リニック           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           200,000    200,000    
          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   673号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20,4618,3 医療法人社団　浄生会〒176-0001 金属床による総義歯の提供

　練馬歯科医院 練馬区練馬一丁目１番９号　ＳＴ       （金属総義歯）第  8935号                徴収開始年月日：平成18年 7月 1日
ビル三階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

                                白金加金                        735,000    735,000    
                                金合金                          735,000    735,000    
          03:コバルト                                           420,000    420,000    
          04:チタン                                             525,000    525,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2917号                  徴収開始年月日：平成18年 7月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      5,250          
          02:小窩裂溝填塞      5,250          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20,4627,4 せき歯科医院 〒176-0005 金属床による総義歯の提供

練馬区旭丘一丁目４３番９号　カ       （金属総義歯）第  4214号                徴収開始年月日：平成 6年 7月 1日
サリア４３　一階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    373

20,4632,4 こぐち歯科 〒177-0044 金属床による総義歯の提供
練馬区上石神井四丁目２７番５号       （金属総義歯）第  9312号                徴収開始年月日：平成20年 7月28日
　地下１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          01:白金                                             1,050,000  1,050,000    
          02:金                                                 735,000    735,000    
          03:コバルト                                           367,500    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   183号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20,4636,5 医療法人社団　良歯会〒176-0012 金属床による総義歯の提供

　斉藤ビル歯科診療所練馬区豊玉北二丁目２０番１１号       （金属総義歯）第  4216号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
　斉藤ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20,4646,4 髙梨歯科クリニック 〒179-0072 金属床による総義歯の提供

練馬区光が丘三丁目７番１号　１       （金属総義歯）第  4219号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           280,000    280,000    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20,4653,0 関歯科医院 〒177-0034 金属床による総義歯の提供

練馬区富士見台二丁目２１番１３       （金属総義歯）第  4220号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
号　メゾン２番館１０１号           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  1374号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20,4654,8 大泉学園町近藤歯科 〒178-0061 金属床による総義歯の提供

練馬区大泉学園町六丁目３番２８       （金属総義歯）第  4221号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          01:白金                                               800,000    800,000    
          03:コバルト                                                      250,000    
          04:チタン                                                        350,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20,4659,7 高木歯科 〒177-0041 金属床による総義歯の提供

練馬区石神井町五丁目１番９号　       （金属総義歯）第  4223号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
ハイライフ石神井２階２０３号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           250,000    250,000    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20,4662,1 竹治歯科医院 〒179-0085 金属床による総義歯の提供

練馬区早宮三丁目２番３号       （金属総義歯）第  4225号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20,4663,9 青山歯科 〒177-0051 金属床による総義歯の提供

練馬区関町北一丁目５番１２号       （金属総義歯）第  4226号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    374

20,4670,4 豊山歯科医院 〒177-0053 金属床による総義歯の提供
練馬区関町南四丁目１５番７号　       （金属総義歯）第  4227号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
武蔵野グリーンタウンＧ棟２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1395号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20,4676,1 西歯科医院 〒179-0085 金属床による総義歯の提供

練馬区早宮四丁目３９番１４号　       （金属総義歯）第  4230号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
芦沢ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20,4680,3 ナカムラ歯科 〒179-0071 金属床による総義歯の提供

練馬区旭町三丁目１１番１号       （金属総義歯）第  4232号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20,4682,9 西村歯科クリニック 〒178-0064 金属床による総義歯の提供

練馬区南大泉三丁目２７番１８号       （金属総義歯）第  4233号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
　ハイシティープラザ南大泉１０           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
８号室

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20,4688,6 赤松歯科クリニック 〒176-0002 う蝕に罹患している患者の指導管理

練馬区桜台六丁目２番７号       （う蝕管理）第  1119号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20,4692,8 いいだ歯科医院 〒178-0065 金属床による総義歯の提供

練馬区西大泉一丁目２８番１２号       （金属総義歯）第  4235号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20,4696,9 田柄歯科医院 〒179-0073 う蝕に罹患している患者の指導管理

練馬区田柄一丁目２７番１１号       （う蝕管理）第   870号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20,4698,5 関東デンタルクリニッ〒179-0074 金属床による総義歯の提供

ク 練馬区春日町六丁目１６番２１号       （金属総義歯）第  6734号                徴収開始年月日：平成 9年 5月28日
　Ｍａｋｅ　Ｈｉｌｌ　１７２　           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
２階 う蝕に罹患している患者の指導管理

      （う蝕管理）第  1506号                  徴収開始年月日：平成 9年 5月19日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20,4700,9 阪本デンタルクリニッ〒176-0014 金属床による総義歯の提供

ク 練馬区豊玉南二丁目５番１号　ア       （金属総義歯）第  4241号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
ーバンクレスト１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1667号                  徴収開始年月日：平成 9年 9月 1日
          継続管理種類  　      価格

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    375

20,4706,6 医療法人社団　宏友会〒178-0062 金属床による総義歯の提供
　鳴沢歯科医院 練馬区大泉町六丁目２２番７号　       （金属総義歯）第  4244号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日

エルムヒルズ１階４号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20,4710,8 安田歯科医院 〒178-0061 金属床による総義歯の提供

練馬区大泉学園町六丁目１番３７       （金属総義歯）第  4245号                徴収開始年月日：平成 6年 7月 1日
号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20,4719,9 医療法人社団　貴翔会〒179-0085 金属床による総義歯の提供

　杉江歯科医院 練馬区早宮二丁目１７番３７号　       （金属総義歯）第  4250号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
サニーヒルズ平和台２０３           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           250,000    250,000    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20,4721,5 やまもと歯科 〒177-0041 金属床による総義歯の提供

練馬区石神井町二丁目１３番１７       （金属総義歯）第  4251号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
号　２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20,4722,3 医療法人社団　三歯会〒177-0054 金属床による総義歯の提供

　永田歯科医院 練馬区立野町１４番２１号　ライ       （金属総義歯）第  4252号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
オンズマンション吉祥寺北１０３           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
Ａ号室

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20,4724,9 さいさか歯科 〒179-0074 金属床による総義歯の提供

練馬区春日町五丁目２番１７号       （金属総義歯）第  4253号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1146号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20,4725,6 水野歯科医院 〒179-0073 金属床による総義歯の提供

練馬区田柄三丁目６番２０号　グ       （金属総義歯）第  4254号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
リーンハイム義１０１           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20,4726,4 森田歯科医院 〒176-0002 金属床による総義歯の提供

練馬区桜台二丁目２３番２号       （金属総義歯）第  4255号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20,4733,0 ジョージ歯科クリニッ〒176-0023 金属床による総義歯の提供

ク 練馬区中村北二丁目２４番１５号       （金属総義歯）第  4260号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1474号                  徴収開始年月日：平成 9年 5月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20,4734,8 川島歯科医院 〒178-0061 金属床による総義歯の提供

練馬区大泉学園町二丁目１３番１       （金属総義歯）第  4261号                徴収開始年月日：平成 7年 7月 1日
号　古丹ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    376

20,4735,5 平和台歯科医院 〒179-0083 金属床による総義歯の提供
練馬区平和台四丁目２０番１７号       （金属総義歯）第  4262号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20,4736,3 ふじもり歯科 〒179-0084 金属床による総義歯の提供

練馬区氷川台四丁目４９番４号　       （金属総義歯）第  4263号                徴収開始年月日：平成 7年 5月 1日
藤和氷川台コープ一階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20,4739,7 田添歯科 〒177-0045 金属床による総義歯の提供

練馬区石神井台五丁目２番２号       （金属総義歯）第  4266号                徴収開始年月日：平成 7年 4月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20,4740,5 とうき歯科医院 〒176-0001 金属床による総義歯の提供

練馬区練馬二丁目２１番３号       （金属総義歯）第  9490号                徴収開始年月日：平成22年 5月28日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           367,500    367,500    
          04:チタン                                             420,000    420,000    
          02:金                                                 472,500    472,500    
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 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20,4755,3 福田歯科クリニック 〒176-0003 金属床による総義歯の提供

練馬区羽沢一丁目７番７号　第２       （金属総義歯）第  4272号                徴収開始年月日：平成 7年 3月 1日
ゼネラルビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           315,000    315,000    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20,4758,7 くすみあきお歯科医院〒179-0074 う蝕に罹患している患者の指導管理

練馬区春日町三丁目３４番１６号       （う蝕管理）第   967号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
　コンチネンタルハイム１０１           継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20,4762,9 たかはし歯科医院 〒178-0063 う蝕に罹患している患者の指導管理

練馬区東大泉六丁目４７番１５号       （う蝕管理）第   975号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20,4764,5 ひかり歯科医院 〒178-0064 う蝕に罹患している患者の指導管理

練馬区南大泉五丁目３５番２３号       （う蝕管理）第  1527号                  徴収開始年月日：平成 9年 5月 1日
　モアメーム２階           継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20,4782,7 浜田歯科 〒176-0006 金属床による総義歯の提供

練馬区栄町３３番６号       （金属総義歯）第  7612号                徴収開始年月日：平成12年 4月13日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20,4785,0 米田歯科クリニック 〒178-0063 う蝕に罹患している患者の指導管理

練馬区東大泉一丁目１５番９号       （う蝕管理）第  1477号                  徴収開始年月日：平成 9年 5月 1日
          継続管理種類  　      価格



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    377

20,4791,8 平田歯科医院 〒177-0041 金属床による総義歯の提供
練馬区石神井町七丁目１番５号　       （金属総義歯）第  6408号                徴収開始年月日：平成 8年10月 1日
宗像ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   950号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20,4792,6 医療法人社団　成光会〒179-0071 金属床による総義歯の提供

　おかだ歯科医院　光練馬区旭町一丁目１５番２９号　       （金属総義歯）第  6446号                徴収開始年月日：平成 8年 9月 1日
が丘 光が丘ワタナベ不動産ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20,4794,2 みたに歯科医院 〒177-0045 金属床による総義歯の提供

練馬区石神井台七丁目６番１０号       （金属総義歯）第  6521号                徴収開始年月日：平成 8年11月 4日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20,4796,7 小金井歯科医院 〒176-0021 金属床による総義歯の提供

練馬区貫井一丁目４６番３号       （金属総義歯）第  6581号                徴収開始年月日：平成 8年12月 2日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20,4797,5 成田歯科医院 〒179-0074 金属床による総義歯の提供

練馬区春日町三丁目３５番１２号       （金属総義歯）第  6522号                徴収開始年月日：平成 8年12月 1日
　ＴＭビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20,4799,1 かぶらぎ歯科 〒177-0033 金属床による総義歯の提供

練馬区高野台三丁目７番８号       （金属総義歯）第  6554号                徴収開始年月日：平成 9年 1月 4日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20,4800,7 諸井歯科医院 〒176-0025 金属床による総義歯の提供

練馬区中村南二丁目２１番１号       （金属総義歯）第  6582号                徴収開始年月日：平成 9年 2月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20,4805,6 志賀歯科医院 〒177-0041 金属床による総義歯の提供

練馬区石神井町二丁目１２番４号       （金属総義歯）第  6735号                徴収開始年月日：平成 9年 5月16日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20,4807,2 医療法人社団　英芳会〒176-0002 金属床による総義歯の提供

　 内歯科桜台クリニ練馬区桜台三丁目１５番７号　２       （金属総義歯）第  6736号                徴収開始年月日：平成 9年 5月10日
ック 階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1515号                  徴収開始年月日：平成 9年 5月10日
          継続管理種類  　      価格

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    378

20,4812,2 コーナス歯科クリニッ〒176-0001 金属床による総義歯の提供
ク 練馬区練馬四丁目２４番１５号　       （金属総義歯）第  6799号                徴収開始年月日：平成 9年 7月 1日

コーナス豊島園１階           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  1646号                  徴収開始年月日：平成 9年 7月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20,4813,0 桜田歯科医院 〒177-0052 金属床による総義歯の提供

練馬区関町東二丁目６番１５号       （金属総義歯）第  6800号                徴収開始年月日：平成 9年 7月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20,4814,8 川内歯科 〒178-0063 金属床による総義歯の提供

練馬区東大泉一丁目３７番１５号       （金属総義歯）第  6837号                徴収開始年月日：平成 9年 9月 8日
　浅海ビル３階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1666号                  徴収開始年月日：平成 9年 9月 8日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20,4818,9 荒川歯科医院 〒176-0012 金属床による総義歯の提供

練馬区豊玉北五丁目１５番１号　       （金属総義歯）第  6919号                徴収開始年月日：平成10年 1月 7日
アルファビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1730号                  徴収開始年月日：平成10年 1月 7日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20,4821,3 むらかみ歯科 〒177-0044 金属床による総義歯の提供

練馬区上石神井一丁目５番１３号       （金属総義歯）第  6953号                徴収開始年月日：平成10年 2月 9日
　岩谷ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1750号                  徴収開始年月日：平成10年 2月 9日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20,4827,0 医療法人社団　明翔会〒178-0063 金属床による総義歯の提供

　いしかわ歯科医院 練馬区東大泉六丁目４７番６号       （金属総義歯）第  7096号                徴収開始年月日：平成10年 5月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           315,000    315,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1842号                  徴収開始年月日：平成10年 5月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20,4843,7 山本歯科クリニック 〒177-0033 金属床による総義歯の提供

練馬区高野台一丁目７番２７号       （金属総義歯）第  7428号                徴収開始年月日：平成11年 4月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2034号                  徴収開始年月日：平成11年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    379

20,4847,8 みなみ歯科医院 〒178-0063 金属床による総義歯の提供
練馬区東大泉三丁目２９番５号       （金属総義歯）第  7361号                徴収開始年月日：平成11年 5月 6日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1989号                  徴収開始年月日：平成11年 5月 6日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20,4848,6 森崎歯科医院 〒178-0063 金属床による総義歯の提供

練馬区東大泉三丁目１７番１７号       （金属総義歯）第  8316号                徴収開始年月日：平成15年 7月25日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20,4852,8 小川歯科医院 〒177-0051 金属床による総義歯の提供

練馬区関町北四丁目４番２号　シ       （金属総義歯）第  7512号                徴収開始年月日：平成11年11月 5日
ェモアムサシ２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20,4861,9 しのざき歯科医院 〒178-0062 金属床による総義歯の提供

練馬区大泉町二丁目６３番１０号       （金属総義歯）第  7650号                徴収開始年月日：平成12年 5月 8日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           315,000               
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2181号                  徴収開始年月日：平成12年 5月 8日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20,4868,4 医療法人社団　愛泉会〒178-0062 金属床による総義歯の提供

　たんぽぽ歯科クリニ練馬区大泉町四丁目３８番１３号       （金属総義歯）第  7802号                徴収開始年月日：平成12年 9月 1日
ック 　１０１号室           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          01:白金                                               525,000    525,000    
          03:コバルト                                           262,500    262,500    
          04:チタン                                             367,500    367,500    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20,4869,2 医療法人社団　康志会〒178-0061 う蝕に罹患している患者の指導管理

　大泉学園三丁目歯科練馬区大泉学園町三丁目１１番１       （う蝕管理）第  2305号                  徴収開始年月日：平成12年11月10日
７号           継続管理種類  　      価格

          01:フッ化物局所      2,100          
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20,4870,0 小泉歯科医院 〒176-0021 金属床による総義歯の提供

練馬区貫井一丁目１８番３号　東       （金属総義歯）第  7826号                徴収開始年月日：平成12年11月10日
山ビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           262,500    262,500    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2306号                  徴収開始年月日：平成12年11月10日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20,4872,6 相田歯科医院 〒179-0073 金属床による総義歯の提供

練馬区田柄二丁目５１番７号       （金属総義歯）第  7851号                徴収開始年月日：平成13年 1月19日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           220,000    220,000    



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    380

20,4877,5 ちえ歯科クリニック 〒179-0074 金属床による総義歯の提供
練馬区春日町六丁目２番２号　ア       （金属総義歯）第  7861号                徴収開始年月日：平成13年 2月 9日
ーバンヒルズ１０１           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2327号                  徴収開始年月日：平成13年 2月 9日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20,4881,7 医療法人社団　啓歯会〒176-0012 金属床による総義歯の提供

　旭丘歯科医院 練馬区豊玉北一丁目６番１４号　       （金属総義歯）第  7883号                徴収開始年月日：平成13年 4月 3日
ジェミニＢ館２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          01:白金                                               800,000    800,000    
          02:金                                                 700,000    700,000    
          03:コバルト                                           300,000    300,000    
          04:チタン                                             500,000    500,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20,4900,5 笹川歯科 〒179-0074 金属床による総義歯の提供

練馬区春日町三丁目３１番９号       （金属総義歯）第  8007号                徴収開始年月日：平成13年10月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20,4907,0 まり歯科 〒177-0041 金属床による総義歯の提供

練馬区石神井町五丁目３番１２号       （金属総義歯）第  8134号                徴収開始年月日：平成14年 7月10日
　石神井公園ハイツ１階Ａ           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  2457号                  徴収開始年月日：平成14年 7月10日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20,4916,1 木村歯科医院 〒179-0073 金属床による総義歯の提供

練馬区田柄二丁目３１番６号       （金属総義歯）第  8212号                徴収開始年月日：平成14年12月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          01:白金                                               600,000    600,000    
          03:コバルト                                           320,000    320,000    
          04:チタン                                             360,000    360,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20,4928,6 角田歯科 〒177-0044 金属床による総義歯の提供

練馬区上石神井三丁目３番１３号       （金属総義歯）第  8290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
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2539号                  徴収開始年月日：平成15年 7月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20,4935,1 宮越歯科医院 〒176-0021 金属床による総義歯の提供

練馬区貫井三丁目１３番３号       （金属総義歯）第  8339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
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2566号                  徴収開始年月日：平成15年 8月 1日
          継続管理種類  　      価格



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    381

20,4958,3 須賀歯科医院 〒177-0041 金属床による総義歯の提供
練馬区石神井町六丁目６番１７号       （金属総義歯）第  8493号                徴収開始年月日：平成16年 6月24日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          04:チタン                                             350,000    350,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20,4959,1 竹嶋歯科クリニック 〒178-0063 金属床による総義歯の提供

練馬区東大泉七丁目３８番２９号       （金属総義歯）第  8524号                徴収開始年月日：平成16年 9月 1日
　加昌マンション１１０号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20,4964,1 なかがわ歯科医院ホワ〒177-0041 金属床による総義歯の提供

イトエッセンス 練馬区石神井町四丁目４番３号　       （金属総義歯）第  8535号                徴収開始年月日：平成16年10月 1日
Ｙ・Ｓビル１０１           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2681号                  徴収開始年月日：平成16年10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          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20,4979,9 なおとデンタルオフィ〒177-0041 金属床による総義歯の提供

ス 練馬区石神井町七丁目３番１７号       （金属総義歯）第  9313号                徴収開始年月日：平成20年 7月17日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          04:チタン                                             252,000    252,000    
          02:金                                                 252,000    252,000    
          03:コバルト                                           189,000    189,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20,4984,9 たく歯科クリニック 〒177-0033 金属床による総義歯の提供

練馬区高野台二丁目８番５号　Ｔ       （金属総義歯）第  8702号                徴収開始年月日：平成17年 7月13日
ＥＣ高野台２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2772号                  徴収開始年月日：平成17年 7月13日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20,4996,3 医療法人社団　織井歯〒179-0075 金属床による総義歯の提供

科医院 練馬区高松六丁目２５番２号　１       （金属総義歯）第  8816号                徴収開始年月日：平成18年 3月 1日
階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           280,000    280,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2837号                  徴収開始年月日：平成18年 3月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      2,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20,8002,6 村松歯科医院 〒176-0004 金属床による総義歯の提供

練馬区小竹町一丁目２８番５号       （金属総義歯）第  8884号                徴収開始年月日：平成18年 4月15日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    382

20,8003,4 渡辺歯科 〒177-0044 金属床による総義歯の提供
練馬区上石神井四丁目８番３号　       （金属総義歯）第  9037号                徴収開始年月日：平成19年 3月28日
スカイハイツ１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           210,000    210,000    
          02:金                                                 420,000    420,000    
                                チタニウム                      420,000    420,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20,8005,9 北町デンタルクリニッ〒179-0081 金属床による総義歯の提供

ク 練馬区北町一丁目４５番２号　飯       （金属総義歯）第  8920号                徴収開始年月日：平成18年 6月 1日
田ハイツ１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           200,000    200,000    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20,8013,3 サヤ歯科医院 〒179-0074 金属床による総義歯の提供

練馬区春日町三丁目３１番１１号       （金属総義歯）第  8988号                徴収開始年月日：平成19年 1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                                               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  2947号                  徴収開始年月日：平成19年 1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      2,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20,8014,1 三浦歯科診療室 〒178-0063 金属床による総義歯の提供

練馬区東大泉二丁目１０番１１号       （金属総義歯）第  9016号                徴収開始年月日：平成19年 2月28日
　西友ＬＩＶＩＮオズ大泉店５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                                             472,500    472,500    
          02:金                                                 525,000    525,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2969号                  徴収開始年月日：平成19年 2月28日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所        525          
          02:小窩裂溝填塞      1,500          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20,8016,6 いしざわ歯科医院 〒177-0051 金属床による総義歯の提供

練馬区関町北四丁目２番１３号　       （金属総義歯）第  8997号                徴収開始年月日：平成19年 2月 1日
グランドステータス関２０１           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           262,500    262,500    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2952号                  徴収開始年月日：平成19年 2月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,050          
          02:小窩裂溝填塞        525          

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    383

20,8019,0 医療法人社団　庸明会〒179-0076 う蝕に罹患している患者の指導管理
　つきおか歯科医院 練馬区土支田二丁目２９番１６号       （う蝕管理）第  2985号                  徴収開始年月日：平成19年 2月 1日

          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,580          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20,8025,7 医療法人社団　衛清会〒178-0061 金属床による総義歯の提供

　かわらい歯科医院 練馬区大泉学園町五丁目６番５号       （金属総義歯）第  9117号                徴収開始年月日：平成19年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          04:チタン                                             420,000    420,000    
          03:コバルト                                           315,000    315,000    
          02:金                                                 630,000    630,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  3036号                  徴収開始年月日：平成19年 6月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,050          
          02:小窩裂溝填塞      1,050          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20,8029,9 梅田歯科クリニック 〒179-0085 金属床による総義歯の提供

練馬区早宮一丁目３４番６号       （金属総義歯）第  9165号                徴収開始年月日：平成19年 9月 3日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           250,000    250,000    
          02:金                                               1,000,000  1,000,000    
          01:白金                                             1,200,000  1,200,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  3070号                  徴収開始年月日：平成19年 9月 3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          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20,8031,5 北園ゆり歯科クリニッ〒178-0061 金属床による総義歯の提供

ク 練馬区大泉学園町二丁目１４番１       （金属総義歯）第  9166号                徴収開始年月日：平成19年11月 1日
５号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           262,500    262,500    
          04:チタン                                             315,000    315,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20,8036,4 医療法人社団　晶仁会〒178-0065 う蝕に罹患している患者の指導管理

　大泉歯科 練馬区西大泉三丁目１番２号　エ       （う蝕管理）第  3089号                  徴収開始年月日：平成19年11月 1日
ディフィス高柳１階           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          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20,8039,8 村上デンタルクリニッ〒176-0012 う蝕に罹患している患者の指導管理

ク 練馬区豊玉北六丁目１番２号　デ       （う蝕管理）第  3140号                  徴収開始年月日：平成20年 1月 1日
ィアマークスキャピタルタワー３           継続管理種類  　      価格
０１号室           01:フッ化物局所      3,000          

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



保険外併用療養費医療機関名簿

 医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 病床数

[　　　　　　　　 現在 作成         頁

報告内容医療機関番号

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    384

20,8041,4 相生歯科診療室 〒178-0063 金属床による総義歯の提供
練馬区東大泉三丁目５２番７号　       （金属総義歯）第  9888号                徴収開始年月日：平成27年 1月15日
プルメリアガーデン大泉１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           300,000    300,000    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20,8055,4 南大泉歯科医院 〒178-0064 金属床による総義歯の提供

練馬区南大泉三丁目１９番２１号       （金属総義歯）第  9376号                徴収開始年月日：平成21年 3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  3201号                  徴収開始年月日：平成21年 3月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,050          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20,8063,8 医療法人社団　和春会〒176-0012 金属床による総義歯の提供

　洋歯科クリニック 練馬区豊玉北五丁目２５番２３号       （金属総義歯）第  9398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
          03:コバルト                                           300,000    300,000    
          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  3218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        530          
          02:小窩裂溝填塞        530          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20,8069,5 医療法人社団　生成会〒178-0063 金属床による総義歯の提供

　池袋歯科大泉診療所練馬区東大泉四丁目３番１号       （金属総義歯）第  9431号                徴収開始年月日：平成21年 8月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          01:白金                                               630,000    630,000    
          04:チタン                                             420,000    420,000    
          03:コバルト                                           315,000    315,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  3242号                  徴収開始年月日：平成21年 8月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      3,150          
          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

[　　　　　　　　 現在 作成         頁

報告内容医療機関番号

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    385

20,8076,0 アップル歯科クリニッ〒177-0041 金属床による総義歯の提供
ク 練馬区石神井町三丁目２７番４号       （金属総義歯）第  9459号                徴収開始年月日：平成22年 2月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           262,500    262,500    
          04:チタン                                             315,000    315,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  3265号                  徴収開始年月日：平成22年 2月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,000          
          02:小窩裂溝填塞      3,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20,8096,8 医療法人社団　潤誠会〒177-0032 金属床による総義歯の提供

　三原台歯科クリニッ練馬区谷原五丁目２３番５号　ソ       （金属総義歯）第  9558号                徴収開始年月日：平成22年12月 1日
ク レアード１０１号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           262,500    262,500    
          04:チタン                                             367,500    367,500    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  3324号                  徴収開始年月日：平成22年12月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所        840          
          02:小窩裂溝填塞      1,600          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20,8101,6 サニースマイル歯科ク〒177-0051 う蝕に罹患している患者の指導管理

リニック 練馬区関町北二丁目２６番１７号       （う蝕管理）第  3344号                  徴収開始年月日：平成23年 5月 2日
　ワイズⅡ２階           継続管理種類  　      価格

          01:フッ化物局所      3,150          
          02:小窩裂溝填塞      1,575          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20,8106,5 医療法人社団　俊道会〒176-0021 金属床による総義歯の提供

　瀬戸歯科医院 練馬区貫井三丁目１９番７号　瀬       （金属総義歯）第  9589号                徴収開始年月日：平成23年 5月13日
戸ハウス１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           315,000    315,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  3348号                  徴収開始年月日：平成23年 5月13日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      5,250          
          02:小窩裂溝填塞      5,250          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20,8110,7 トウブ歯科医院 〒179-0081 金属床による総義歯の提供

練馬区北町二丁目３１番１７号　       （金属総義歯）第  9627号                徴収開始年月日：平成23年 9月 1日
メゾンコートウエスト１０１           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           350,000    350,000    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    386

20,8113,1 大泉こどもおとな歯科〒178-0063 う蝕に罹患している患者の指導管理
診療室 練馬区東大泉六丁目４６番７号　       （う蝕管理）第  3381号                  徴収開始年月日：平成23年11月21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          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20,8117,2 浜崎歯科クリニック 〒176-0012 金属床による総義歯の提供

練馬区豊玉北一丁目６番１３号　       （金属総義歯）第  9668号                徴収開始年月日：平成23年12月26日
　カエサル江古田１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           315,000    315,000    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20,8120,6 川渕歯科クリニック 〒176-0012 金属床による総義歯の提供

練馬区豊玉北五丁目１４番１３号       （金属総義歯）第  9677号                徴収開始年月日：平成24年 3月 2日
　グローベルザ・スイート練馬プ           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
レミア１階           03:コバルト                                           190,000    190,000    

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  3395号                  徴収開始年月日：平成24年 3月 2日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      4,000          
          02:小窩裂溝填塞      2,500          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20,8136,2 大塚歯科 〒177-0044 金属床による総義歯の提供

練馬区上石神井四丁目７番２７号       （金属総義歯）第  9790号                徴収開始年月日：平成25年 7月13日
　ホワイトプラザ１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    420,000    
          01:白金                                               525,000    525,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20,8158,6 医療法人社団　なか歯〒177-0033 金属床による総義歯の提供

科クリニック 練馬区高野台一丁目８番１８号　       （金属総義歯）第  9846号                徴収開始年月日：平成26年 4月 1日
ＴＭビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          04:チタン                                             350,000    350,000    
          03:コバルト                                           300,000    300,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20,8162,8 太郎歯科桜台診療所 〒176-0002 金属床による総義歯の提供

練馬区桜台二丁目４０番６号       （金属総義歯）第  9869号                徴収開始年月日：平成26年 8月 6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    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  3489号                  徴収開始年月日：平成26年 8月 6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

[　　　　　　　　 現在 作成         頁

報告内容医療機関番号

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    387

20,8163,6 白樺歯科医院 〒179-0081 金属床による総義歯の提供
練馬区北町六丁目３２番２９号　       （金属総義歯）第  9915号                徴収開始年月日：平成27年12月11日
パラシオン平和台１００号室           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  3515号                  徴収開始年月日：平成27年12月11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          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20,8196,6 齋藤歯科医院 〒178-0063 金属床による総義歯の提供

練馬区東大泉四丁目１番１０号       （金属総義歯）第  9922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                                           308,500    308,500    
          04:チタン                                             359,900    359,900    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20,8198,2 Ｌ歯科クリニック 〒177-0041 金属床による総義歯の提供

練馬区石神井町二丁目１４番３１       （金属総義歯）第  9929号                徴収開始年月日：平成28年 3月 1日
号　ビオラ２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           250,000    250,000    
          01:白金                                               350,000    350,000    
          04:チタン                                             350,000    350,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  3523号                  徴収開始年月日：平成28年 3月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,500          
          02:小窩裂溝填塞        500          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20,8199,0 シロタ歯科医院 〒178-0063 金属床による総義歯の提供

練馬区東大泉四丁目２３番２号       （金属総義歯）第  9938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                                           200,000    200,000    
          04:チタン                                             250,000    250,000    
          01:白金                                               300,000    300,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21,4110,9 清水歯科医院 〒120-0034 金属床による総義歯の提供

足立区千住一丁目２９番地４       （金属総義歯）第  4289号                徴収開始年月日：平成 6年 7月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21,4186,9 松崎歯科医院 〒123-0845 金属床による総義歯の提供

足立区西新井本町二丁目２１番４       （金属総義歯）第  4293号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21,4204,0 池上歯科診療所 〒123-0855 金属床による総義歯の提供

足立区本木南町２７番１７号       （金属総義歯）第  4295号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    388

21,4218,0 今村歯科医院 〒123-0872 金属床による総義歯の提供
足立区江北三丁目２６番２号       （金属総義歯）第  4299号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21,4244,6 土手歯科医院 〒123-0864 金属床による総義歯の提供

足立区鹿浜七丁目１２番１６号       （金属総義歯）第  4302号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21,4249,5 醍醐歯科医院 〒121-0813 金属床による総義歯の提供

足立区竹の塚六丁目３番１５号　       （金属総義歯）第  4304号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
ラヤマビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21,4282,6 木村歯科医院 〒120-0015 金属床による総義歯の提供

足立区足立一丁目８番９号       （金属総義歯）第  4316号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 7日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           200,000    200,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21,4289,1 河島歯科医院 〒121-0824 金属床による総義歯の提供

足立区西伊興一丁目５番３号       （金属総義歯）第  4318号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21,4293,3 続歯科医院 〒120-0002 金属床による総義歯の提供

足立区中川三丁目１７番１５号       （金属総義歯）第  4319号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21,4330,3 飯田歯科医院 〒123-0841 金属床による総義歯の提供

足立区西新井二丁目１９番１２号       （金属総義歯）第  4326号                徴収開始年月日：平成 6年 7月15日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           150,000    150,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21,4337,8 松野歯科医院 〒121-0061 金属床による総義歯の提供

足立区花畑三丁目１７番１６号       （金属総義歯）第  4328号                徴収開始年月日：平成 6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    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21,4340,2 間宮歯科医院 〒123-0864 金属床による総義歯の提供

足立区鹿浜三丁目２３番８号       （金属総義歯）第  4330号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21,4342,8 宮久保歯科医院 〒121-0062 金属床による総義歯の提供

足立区南花畑二丁目３９番９号       （金属総義歯）第  4331号                徴収開始年月日：平成 6年 6月30日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21,4346,9 大野歯科医院 〒121-0823 金属床による総義歯の提供

足立区伊興四丁目４番２８号       （金属総義歯）第  4332号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    389

21,4353,5 医療法人社団　誠友会〒123-0873 金属床による総義歯の提供
　誠友デンタルクリニ足立区扇三丁目２５番４号       （金属総義歯）第  4335号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
ック           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   250号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21,4356,8 小林歯科医院 〒120-0002 金属床による総義歯の提供

足立区中川三丁目３番７号       （金属総義歯）第  4336号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21,4363,4 栗原歯科診療所 〒123-0842 金属床による総義歯の提供

足立区栗原一丁目１番５号       （金属総義歯）第  4338号                徴収開始年月日：平成 6年 6月21日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21,4378,2 医療法人財団　健和会〒120-0003 金属床による総義歯の提供

　蒲原歯科診療所 足立区東和三丁目４番１５号       （金属総義歯）第  4342号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          04:チタン                                             250,000               

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21,4381,6 山田歯科医院 〒121-0814 金属床による総義歯の提供

足立区六月三丁目２番１３号       （金属総義歯）第  4343号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21,4382,4 菱沼歯科医院 〒123-0843 う蝕に罹患している患者の指導管理

足立区西新井栄町一丁目５番７号       （う蝕管理）第   228号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21,4399,8 時田歯科クリニック 〒123-0845 金属床による総義歯の提供

足立区西新井本町四丁目１番２号       （金属総義歯）第  4345号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21,4409,5 飯塚歯科医院 〒121-0072 金属床による総義歯の提供

足立区保塚町１３番７号       （金属総義歯）第  4348号                徴収開始年月日：平成 6年 7月 9日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21,4414,5 扇歯科 〒123-0873 金属床による総義歯の提供

足立区扇二丁目２５番２号       （金属総義歯）第  9747号                徴収開始年月日：平成24年11月28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                                             350,000    350,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21,4432,7 奥田歯科医院 〒120-0005 金属床による総義歯の提供

足立区綾瀬三丁目４番２５号　イ       （金属総義歯）第  4350号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
トーヨーカ堂６階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    390

21,4441,8 おだスマイル歯科 〒120-0005 金属床による総義歯の提供
足立区綾瀬一丁目３９番６号　山       （金属総義歯）第  4353号                徴収開始年月日：平成 6年 6月18日
田ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21,4443,4 前沼歯科診療所 〒121-0822 金属床による総義歯の提供

足立区西竹の塚二丁目１４番１１       （金属総義歯）第  4354号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1021号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21,4445,9 平塚歯科医院 〒121-0064 金属床による総義歯の提供

足立区保木間三丁目２５番２号　       （金属総義歯）第  4355号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
１０５           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21,4447,5 いばた歯科 〒121-0823 金属床による総義歯の提供

足立区伊興二丁目１４番５号       （金属総義歯）第  4356号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 3日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          04:チタン                                             300,000               

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21,4462,4 齋藤ファミリーデンタ〒120-0004 金属床による総義歯の提供

ル 足立区東綾瀬一丁目２３番１３号       （金属総義歯）第  9338号                徴収開始年月日：平成20年10月 3日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           262,500    262,500    
          04:チタン                                             525,000    525,000    
          01:白金                                             1,050,000  1,050,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21,4471,5 山本歯科医院 〒123-0842 金属床による総義歯の提供

足立区栗原一丁目１２番９号       （金属総義歯）第  4359号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21,4474,9 石渡歯科クリニック 〒123-0841 金属床による総義歯の提供

足立区西新井三丁目３番２１号       （金属総義歯）第  4360号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          04:チタン                                             235,000               

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21,4476,4 海老沼歯科医院 〒120-0011 金属床による総義歯の提供

足立区中央本町一丁目１９番２１       （金属総義歯）第  4361号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          01:白金                                               650,000    650,000    
          03:コバルト                                           250,000    250,000    
          04:チタン                                             450,000    450,000    

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    391

21,4482,2 中村歯科医院 〒123-0851 金属床による総義歯の提供
足立区梅田三丁目３０番７号       （金属総義歯）第  4362号                徴収開始年月日：平成 6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    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   952号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21,4484,8 相原歯科医院 〒120-0012 金属床による総義歯の提供

足立区青井三丁目３番３号       （金属総義歯）第  4364号                徴収開始年月日：平成 6年 6月10日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21,4503,5 多田歯科クリニック 〒123-0863 金属床による総義歯の提供

足立区谷在家三丁目１６番５号　       （金属総義歯）第  8887号                徴収開始年月日：平成18年 6月16日
邦栄第二マンション１階６号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1145号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21,4505,0 吉田歯科 〒120-0011 金属床による総義歯の提供

足立区中央本町二丁目２４番１号       （金属総義歯）第  4371号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21,4506,8 ミヤサカビル歯科医院〒121-0812 金属床による総義歯の提供

足立区西保木間二丁目１９番１４       （金属総義歯）第  4372号                徴収開始年月日：平成 6年 7月 1日
号　ミヤサカビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21,4512,6 医療法人社団　鈴友会〒121-0061 う蝕に罹患している患者の指導管理

　花畑歯科医院 足立区花畑四丁目２２番４号       （う蝕管理）第  1187号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21,4526,6 久米歯科医院 〒120-0013 金属床による総義歯の提供

足立区弘道二丁目２３番２号　グ       （金属総義歯）第  4379号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 7日
リーンパーク第４五反野           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           262,500               
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21,4528,2 矢嶋歯科クリニック 〒123-0863 金属床による総義歯の提供

足立区谷在家三丁目１６番１８号       （金属総義歯）第  4381号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21,4529,0 こばやし歯科 〒120-0006 金属床による総義歯の提供

足立区谷中一丁目３２番８号       （金属総義歯）第  4382号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   995号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    392

21,4533,2 小森歯科医院 〒120-0005 金属床による総義歯の提供
足立区綾瀬三丁目７番１０号　綾       （金属総義歯）第  4384号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
瀬岩崎ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21,4542,3 中島歯科医院 〒120-0047 金属床による総義歯の提供

足立区宮城一丁目１０番１２号       （金属総義歯）第  4387号                徴収開始年月日：平成 6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    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21,4547,2 扇橋歯科 〒123-0873 金属床による総義歯の提供

足立区扇三丁目２番１１号       （金属総義歯）第 10009号                徴収開始年月日：平成29年10月27日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          04:チタン                                             356,400    356,400    
          03:コバルト                                           302,400    302,400    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21,4552,2 古川歯科医院 〒123-0856 金属床による総義歯の提供

足立区本木西町１８番３号       （金属総義歯）第  4391号                徴収開始年月日：平成 6年10月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21,4554,8 稲葉歯科医院 〒121-0813 金属床による総義歯の提供

足立区竹の塚五丁目６番１９号       （金属総義歯）第  4392号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1440号                  徴収開始年月日：平成 9年 5月 2日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21,4556,3 大山歯科医院 〒121-0061 金属床による総義歯の提供

足立区花畑四丁目３５番１９号       （金属総義歯）第  4393号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21,4557,1 大出歯科医院 〒120-0023 う蝕に罹患している患者の指導管理

足立区千住曙町４１番２号　シテ       （う蝕管理）第  1062号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
ヌーブ１階１１０号           継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21,4561,3 くろだ歯科医院 〒121-0832 金属床による総義歯の提供

足立区古千谷本町三丁目２番１６       （金属総義歯）第  4395号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21,4575,3 かくたデンタルクリニ〒120-0001 金属床による総義歯の提供

ック 足立区大谷田四丁目１８番３号　       （金属総義歯）第  4399号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
キャスティール北綾瀬１階           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   593号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    393

21,4577,9 やまもと歯科 〒121-0813 金属床による総義歯の提供
足立区竹の塚一丁目７番２号　ふ       （金属総義歯）第  4401号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
たみマンション１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21,4588,6 加藤歯科医院 〒121-0064 金属床による総義歯の提供

足立区保木間五丁目３４番７号　       （金属総義歯）第  4403号                徴収開始年月日：平成 7年 4月 1日
加藤デンタルビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21,4597,7 公益社団法人　東京都〒120-0034 金属床による総義歯の提供

足立区歯科医師会　口足立区千住一丁目５番地５       （金属総義歯）第  4406号                徴収開始年月日：平成 6年 7月14日
腔保健センター           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21,4599,3 医療法人社団　陽仁会〒120-0013 金属床による総義歯の提供

　片桐歯科五反野診療足立区弘道二丁目１番１５号       （金属総義歯）第  8158号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
所           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21,4600,9 綾瀬歯科医院 〒120-0005 金属床による総義歯の提供

足立区綾瀬三丁目２２番１３号       （金属総義歯）第  4408号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21,4601,7 いとう歯科クリニック〒120-0005 金属床による総義歯の提供

足立区綾瀬三丁目３番２号　第一       （金属総義歯）第  4409号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 7日
星ビル３０３号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   247号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21,4604,1 こがねい歯科医院 〒121-0831 金属床による総義歯の提供

足立区舎人一丁目３番地１７       （金属総義歯）第  4410号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21,4611,6 医療法人社団　開誠会〒123-0873 金属床による総義歯の提供

　前原歯科クリニック足立区扇二丁目３９番７号       （金属総義歯）第  4414号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          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   904号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21,4612,4 しおだ歯科医院 〒120-0004 金属床による総義歯の提供

足立区東綾瀬一丁目２４番９号       （金属総義歯）第  4415号                徴収開始年月日：平成 6年 6月30日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21,4617,3 医療法人社団　三陽会〒121-0836 う蝕に罹患している患者の指導管理

　三陽歯科クリニック足立区入谷二丁目２４番２２号       （う蝕管理）第   197号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    394

21,4620,7 髙野歯科医院 〒121-0822 金属床による総義歯の提供
足立区西竹の塚二丁目１番１０号       （金属総義歯）第  4418号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
　岡田ビル３階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21,4621,5 前田歯科医院 〒121-0076 金属床による総義歯の提供

足立区平野一丁目２３番１３号       （金属総義歯）第  4419号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   818号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21,4629,8 横田歯科医院 〒120-0022 金属床による総義歯の提供

足立区柳原二丁目２０番７号       （金属総義歯）第  7062号                徴収開始年月日：平成 6年 7月13日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           262,500    262,500    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21,4635,5 いけがめ歯科 〒121-0813 金属床による総義歯の提供

足立区竹の塚一丁目２６番９号　       （金属総義歯）第  4425号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
池亀ビル１階           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  1269号                  徴収開始年月日：平成 9年 5月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21,4642,1 大坪歯科医院 〒121-0824 金属床による総義歯の提供

足立区西伊興四丁目２番６号       （金属総義歯）第  4428号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21,4646,2 医療法人社団　学友会〒121-0064 金属床による総義歯の提供

　倉沢歯科医院 足立区保木間一丁目１４番９号       （金属総義歯）第  4429号                徴収開始年月日：平成 6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                                             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    47号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21,4650,4 康永歯科医院 〒123-0845 金属床による総義歯の提供

足立区西新井本町五丁目２番２６       （金属総義歯）第  8062号                徴収開始年月日：平成14年 4月 1日
号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21,4651,2 大師駅前歯科医院 〒123-0841 金属床による総義歯の提供

足立区西新井一丁目５番１号       （金属総義歯）第  9204号                徴収開始年月日：平成20年 1月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           290,000    290,000    
          04:チタン                                             360,000    360,000    



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    395

21,4654,6 長谷川歯科クリニック〒120-0011 金属床による総義歯の提供
足立区中央本町二丁目２２番２３       （金属総義歯）第  4433号                徴収開始年月日：平成 7年 3月 1日
号　斉藤ビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1016号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21,4656,1 かわむら歯科医院 〒120-0026 金属床による総義歯の提供

足立区千住旭町２番１１号       （金属総義歯）第  4435号                徴収開始年月日：平成 6年 7月18日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21,4659,5 芦田歯科 〒123-0853 金属床による総義歯の提供

足立区本木二丁目２３番１０号       （金属総義歯）第  4436号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21,4665,2 栗田歯科医院 〒120-0038 金属床による総義歯の提供

足立区千住橋戸町１１番地　石川       （金属総義歯）第  4439号                徴収開始年月日：平成 6年 9月 1日
ビル３階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21,4667,8 横田歯科医院 〒120-0004 金属床による総義歯の提供

足立区東綾瀬一丁目９番２号　ロ       （金属総義歯）第  4441号                徴収開始年月日：平成 6年 9月 1日
イヤルマンション綾瀬１０５号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21,4673,6 医療法人社団　彩萌会〒123-0844 金属床による総義歯の提供

　ふじた歯科医院 足立区興野二丁目３０番３号       （金属総義歯）第  4445号                徴収開始年月日：平成 6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    
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 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,000          
          02:小窩裂溝填塞      1,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21,4675,1 宇田川歯科医院 〒123-0872 金属床による総義歯の提供

足立区江北三丁目２２番９号       （金属総義歯）第  4447号                徴収開始年月日：平成 6年 6月20日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           262,500               

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21,4677,7 医療法人社団　弘綺会〒120-0015 金属床による総義歯の提供

　小菅歯科医院 足立区足立二丁目４６番１１号       （金属総義歯）第  4449号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 8日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           600,000    600,000    

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    396

21,4680,1 医療法人社団　健秀會〒121-0836 金属床による総義歯の提供
　みわ歯科クリニック足立区入谷二丁目２番１７号　ク       （金属総義歯）第 10013号                徴収開始年月日：平成29年12月 2日

レール・メゾン１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           345,600    345,600    
          04:チタン                                             486,000    486,000    
          02:金                                                 648,000    648,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21,4682,7 花田オリエント歯科医〒121-0813 金属床による総義歯の提供

院 足立区竹の塚四丁目８番１１号       （金属総義歯）第  4450号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   485号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21,4683,5 ながまつ歯科 〒123-0864 金属床による総義歯の提供

足立区鹿浜二丁目２５番１号　さ       （金属総義歯）第  4451号                徴収開始年月日：平成 7年 1月19日
くら３・１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           180,000    180,000    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21,4686,8 八千代歯科クリニック〒123-0851 金属床による総義歯の提供

足立区梅田二丁目１８番４号       （金属総義歯）第  4452号                徴収開始年月日：平成 8年 1月22日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21,4689,2 仲谷歯科医院 〒121-0822 金属床による総義歯の提供

足立区西竹の塚二丁目４番１号       （金属総義歯）第  4453号                徴収開始年月日：平成 6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    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21,4697,5 医療法人社団　和康会〒121-0823 金属床による総義歯の提供

　荻原歯科 足立区伊興四丁目２番２号       （金属総義歯）第  4455号                徴収開始年月日：平成 6年12月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           210,000               
          04:チタン                                             315,000               

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21,4702,3 山岡歯科医院 〒120-0001 う蝕に罹患している患者の指導管理

足立区大谷田一丁目４番１２号       （う蝕管理）第  1383号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21,4706,4 高橋歯科矯正歯科 〒120-0015 金属床による総義歯の提供

足立区足立四丁目２２番１１号       （金属総義歯）第  4459号                徴収開始年月日：平成 7年 7月27日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           210,000               
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第    64号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      3,150          
          02:小窩裂溝填塞      3,150          



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    397

21,4709,8 奥村歯科医院 〒120-0042 金属床による総義歯の提供
足立区千住龍田町１６番１０号       （金属総義歯）第  4460号                徴収開始年月日：平成 8年 3月11日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21,4710,6 かねさか歯科医院 〒120-0003 う蝕に罹患している患者の指導管理

足立区東和五丁目９番６号　アリ       （う蝕管理）第   994号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
ススプリングス綾瀬１階           継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21,4717,1 医療法人社団　幸希会〒123-0843 金属床による総義歯の提供

　栄町歯科医院 足立区西新井栄町二丁目３番１３       （金属総義歯）第  4462号                徴収開始年月日：平成 7年10月21日
号　中里ビル５階           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   867号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21,4725,4 医療法人社団　忠正会〒121-0063 金属床による総義歯の提供

　袴田歯科医院 足立区東保木間二丁目２０番１１       （金属総義歯）第  4464号                徴収開始年月日：平成 8年 1月16日
号　グランドハイツ善１階１０１           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1373号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21,4730,4 田中歯科 〒123-0845 金属床による総義歯の提供

足立区西新井本町二丁目２番１号       （金属総義歯）第  6282号                徴収開始年月日：平成 8年 6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                                           346,500    346,500    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21,4735,3 倉田歯科クリニック 〒123-0842 金属床による総義歯の提供

足立区栗原一丁目２０番１１号　       （金属総義歯）第  6283号                徴収開始年月日：平成 8年 7月 1日
ビューパレー西新井１０１           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           250,000    250,000    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21,4736,1 平木歯科医院 〒123-0842 金属床による総義歯の提供

足立区栗原四丁目２２番１０号　       （金属総義歯）第  6127号                徴収開始年月日：平成 8年 6月 1日
東工マンション           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   903号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21,4738,7 近藤歯科医院 〒123-0851 金属床による総義歯の提供

足立区梅田六丁目１番１号       （金属総義歯）第  6368号                徴収開始年月日：平成 8年 8月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    398

21,4743,7 西綾瀬歯科医院 〒120-0014 金属床による総義歯の提供
足立区西綾瀬二丁目６番２０号       （金属総義歯）第  6447号                徴収開始年月日：平成 8年10月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21,4744,5 はた歯科医院 〒120-0015 金属床による総義歯の提供

足立区足立四丁目３７番１１号　       （金属総義歯）第  6448号                徴収開始年月日：平成 8年10月 1日
グリーンハイツ五反野１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1024号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21,4747,8 医療法人社団　雄和会〒120-0006 金属床による総義歯の提供

　谷中歯科クリニック足立区谷中四丁目１番２０号　北       （金属総義歯）第  6450号                徴収開始年月日：平成 8年 8月 1日
綾瀬ＰＳＳビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           200,000    200,000    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21,4749,4 寺嶋歯科医院 〒121-0813 金属床による総義歯の提供

足立区竹の塚三丁目５番１号　１       （金属総義歯）第  9618号                徴収開始年月日：平成23年 7月25日
０１           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  1599号                  徴収開始年月日：平成 9年 6月17日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21,4753,6 木下歯科医院 〒121-0831 金属床による総義歯の提供

足立区舎人二丁目９番４号       （金属総義歯）第  6524号                徴収開始年月日：平成 8年12月 3日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           280,000               

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21,4768,4 大村歯科医院 〒121-0012 金属床による総義歯の提供

足立区青井四丁目２２番１４号       （金属総義歯）第  8160号                徴収開始年月日：平成 9年 5月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21,4772,6 小西歯科医院 〒123-0852 金属床による総義歯の提供

足立区関原一丁目２１番１号       （金属総義歯）第  6738号                徴収開始年月日：平成 9年 5月27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  1619号                  徴収開始年月日：平成 9年 5月27日
          継続管理種類  　      価格

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    399

21,4773,4 医療法人社団　菱成会〒123-0845 金属床による総義歯の提供
　菱沼デンタルクリニ足立区西新井本町二丁目１２番１       （金属総義歯）第  6802号                徴収開始年月日：平成 9年 8月 7日
ック ３号　ＡＫヒルズ１階           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  1648号                  徴収開始年月日：平成 9年 8月 7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          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21,4779,1 井上歯科医院 〒121-0057 金属床による総義歯の提供

足立区神明南一丁目２番１２号       （金属総義歯）第  6886号                徴収開始年月日：平成 9年11月14日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21,4784,1 いかわ歯科医院 〒123-0841 金属床による総義歯の提供

足立区西新井四丁目３３番２号       （金属総義歯）第  6954号                徴収開始年月日：平成10年 2月13日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1754号                  徴収開始年月日：平成10年 2月13日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21,4791,6 医療法人社団　苑田会〒121-0813 金属床による総義歯の提供

　苑田会歯科 足立区竹の塚四丁目２番１号　Ｔ       （金属総義歯）第  6978号                徴収開始年月日：平成10年 3月 4日
Ｂビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1768号                  徴収開始年月日：平成10年 3月 4日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21,4792,4 青井デンタルクリニッ〒120-0012 金属床による総義歯の提供

ク 足立区青井三丁目７番１７号　Ｋ       （金属総義歯）第  6996号                徴収開始年月日：平成10年 4月 1日
ＳＬマンション１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21,4793,2 さかた歯科医院 〒120-0035 金属床による総義歯の提供

足立区千住中居町２８番７号　ス       （金属総義歯）第  7063号                徴収開始年月日：平成10年 5月 1日
テイタスビル１０１           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21,4798,1 湊歯科医院 〒120-0002 金属床による総義歯の提供

足立区中川四丁目３５番５号       （金属総義歯）第  7098号                徴収開始年月日：平成10年 4月28日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21,4801,3 月山歯科クリニック 〒120-0011 金属床による総義歯の提供

足立区中央本町二丁目２４番１８       （金属総義歯）第  7141号                徴収開始年月日：平成10年 8月 1日
号　五反野藤やビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1869号                  徴収開始年月日：平成10年 8月 1日
          継続管理種類  　      価格



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    400

21,4806,2 医療法人社団　修志会〒123-0841 金属床による総義歯の提供
　おさむ歯科医院 足立区西新井一丁目１２番１０号       （金属総義歯）第  7187号                徴収開始年月日：平成10年 9月 1日

　ハイム内藤Ｂ１１号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21,4816,1 医療法人社団　弘誠会〒123-0872 金属床による総義歯の提供

　鈴木歯科医院 足立区江北七丁目１８番１６号　       （金属総義歯）第  7312号                徴収開始年月日：平成11年 3月 1日
押関ビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1969号                  徴収開始年月日：平成11年 3月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21,4817,9 医療法人社団　博史会〒123-0852 金属床による総義歯の提供

　堤歯科医院 足立区関原三丁目１２番１４号　       （金属総義歯）第  7313号                徴収開始年月日：平成11年 3月 1日
関三コーポ２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1967号                  徴収開始年月日：平成11年 3月26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      1,050          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21,4824,5 宮坂歯科医院 〒123-0864 金属床による総義歯の提供

足立区鹿浜三丁目９番９号       （金属総義歯）第  9984号                徴収開始年月日：平成29年 3月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           378,000    378,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21,4829,4 医療法人社団　康真会〒123-0843 金属床による総義歯の提供

　西新井デンタルクリ足立区西新井栄町二丁目２番３号       （金属総義歯）第  7471号                徴収開始年月日：平成11年 9月 1日
ニック 　牧野ビル３階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21,4836,9 佐野歯科医院 〒120-0034 金属床による総義歯の提供

足立区千住一丁目３７番１号       （金属総義歯）第  7547号                徴収開始年月日：平成11年11月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21,4839,3 北千住巴ビル歯科 〒120-0034 う蝕に罹患している患者の指導管理

足立区千住一丁目３３番１１号　       （う蝕管理）第  2123号                  徴収開始年月日：平成12年 1月 5日
巴ビル２階           継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21,4852,6 なごし歯科医院 〒123-0851 金属床による総義歯の提供

足立区梅田一丁目１５番８号　ボ       （金属総義歯）第  7751号                徴収開始年月日：平成12年 8月 4日
ナール１２           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2256号                  徴収開始年月日：平成12年 8月 4日
          継続管理種類  　      価格

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    401

21,4862,5 ウルタ歯科医院 〒120-0034 金属床による総義歯の提供
足立区千住三丁目５０番       （金属総義歯）第  7862号                徴収開始年月日：平成13年 1月29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  2369号                  徴収開始年月日：平成13年 8月 7日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21,4863,3 南花畑歯科医院 〒121-0062 金属床による総義歯の提供

足立区南花畑一丁目４番３号　福       （金属総義歯）第  7876号                徴収開始年月日：平成13年 3月21日
原ビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2334号                  徴収開始年月日：平成13年 3月21日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21,4877,3 トネリデンタルクリニ〒121-0836 金属床による総義歯の提供

ック 足立区入谷二丁目２番４号       （金属総義歯）第  8028号                徴収開始年月日：平成13年10月22日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          01:白金                                               900,000               
          02:金                                                 700,000               
          03:コバルト                                           350,000               
          04:チタン                                             500,000               

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21,4878,1 とみなが歯科医院 〒120-0004 金属床による総義歯の提供

足立区東綾瀬三丁目７番１５号　       （金属総義歯）第  8024号                徴収開始年月日：平成14年 1月10日
友野ビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           315,000    315,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2402号                  徴収開始年月日：平成14年 1月10日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      2,100          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21,4883,1 医療法人社団　正誠会〒120-0006 金属床による総義歯の提供

　たつぬま歯科医院 足立区谷中五丁目７番２号       （金属総義歯）第  8021号                徴収開始年月日：平成14年 1月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2401号                  徴収開始年月日：平成14年 1月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21,4889,8 杉浦歯科医院 〒120-0003 金属床による総義歯の提供

足立区東和二丁目２７番１２号       （金属総義歯）第  8089号                徴収開始年月日：平成14年 4月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    402

21,4900,3 晃生歯科医院 〒121-0057 金属床による総義歯の提供
足立区神明南二丁目１１番４号       （金属総義歯）第  8201号                徴収開始年月日：平成14年 9月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2481号                  徴収開始年月日：平成14年 9月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21,4907,8 医療法人社団　英和２〒120-0047 金属床による総義歯の提供

１　オカトミ歯科 足立区宮城一丁目１１番１４号　       （金属総義歯）第  8218号                徴収開始年月日：平成14年12月 5日
㈱カネモト第一ビル１０２号室           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21,4910,2 秀和歯科 〒121-0831 金属床による総義歯の提供

足立区舎人六丁目１０番地１１　       （金属総義歯）第  8239号                徴収開始年月日：平成15年 2月20日
１０１           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           250,000               
          04:チタン                                             350,000               

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21,4922,7 小倉歯科医院 〒121-0064 金属床による総義歯の提供

足立区保木間五丁目８番２９号       （金属総義歯）第  8278号                徴収開始年月日：平成15年 4月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21,4926,8 小沢歯科医院 〒120-0034 金属床による総義歯の提供

足立区千住一丁目３１番地３　１       （金属総義歯）第  8330号                徴収開始年月日：平成15年 8月 8日
階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21,4927,6 医療法人社団　西歯磯〒123-0841 金属床による総義歯の提供

会　福田歯科医院 足立区西新井五丁目１５番８号　       （金属総義歯）第  8346号                徴収開始年月日：平成15年 9月 1日
１階           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  2570号                  徴収開始年月日：平成15年 8月28日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21,4928,4 ヨコタ歯科クリニック〒121-0813 金属床による総義歯の提供

足立区竹の塚三丁目３番１４号　       （金属総義歯）第  9719号                徴収開始年月日：平成24年 8月 3日
パレスホリケファイブ１階           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  2576号                  徴収開始年月日：平成15年10月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21,4935,9 梅田歯科医院 〒120-0032 金属床による総義歯の提供

足立区千住柳町１６番１号　今村       （金属総義歯）第  8523号                徴収開始年月日：平成16年 7月24日
ビル１０２号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    403

21,4936,7 うすい歯科医院 〒121-0814 金属床による総義歯の提供
足立区六月一丁目２０番２６号　       （金属総義歯）第  8399号                徴収開始年月日：平成16年 1月 1日
ベルメゾン六月１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21,4940,9 熊田歯科医院 〒121-0816 金属床による総義歯の提供

足立区梅島三丁目４２番７号       （金属総義歯）第  8420号                徴収開始年月日：平成16年 1月 5日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          04:チタン                                             250,000    250,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21,4952,4 くぼた歯科医院 〒120-0011 金属床による総義歯の提供

足立区中央本町二丁目２０番１７       （金属総義歯）第  8486号                徴収開始年月日：平成16年 4月28日
号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21,4953,2 医療法人社団　明功会〒120-0005 金属床による総義歯の提供

　フレンド歯科 足立区綾瀬二丁目１３番１１号　       （金属総義歯）第  8501号                徴収開始年月日：平成16年 7月 1日
セイコーケアビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2666号                  徴収開始年月日：平成16年 7月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21,4955,7 中山歯科 〒120-0004 金属床による総義歯の提供

足立区東綾瀬一丁目２８番１７号       （金属総義歯）第  8503号                徴収開始年月日：平成16年 5月15日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2667号                  徴収開始年月日：平成16年 5月15日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21,4967,2 アライ歯科医院 〒120-0035 金属床による総義歯の提供

足立区千住中居町３２番３号       （金属総義歯）第  8586号                徴収開始年月日：平成17年 1月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                                      250,000    
          04:チタン                                             300,000               

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21,4992,0 大谷田団地歯科医院 〒120-0001 う蝕に罹患している患者の指導管理

足立区大谷田一丁目１番２号　２       （う蝕管理）第  2811号                  徴収開始年月日：平成17年11月 1日
０６号室           継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21,4993,8 いわもと歯科クリニッ〒121-0062 金属床による総義歯の提供

ク 足立区南花畑二丁目１５番１８号       （金属総義歯）第  8780号                徴収開始年月日：平成18年 1月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21,4994,6 花畑デンタルクリニッ〒121-0061 金属床による総義歯の提供

ク 足立区花畑六丁目１６番８号　イ       （金属総義歯）第  8813号                徴収開始年月日：平成18年 2月27日
ーグルシャトー１０１           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    404

21,4995,3 医療法人社団　弘真会〒123-0845 金属床による総義歯の提供
　西新井本町歯科医院足立区西新井本町一丁目１３番１       （金属総義歯）第180110号                徴収開始年月日：平成18年 1月10日

０号　東武サンバザールニシアラ           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
イＣ棟１階           03:コバルト                                           100,000    100,000    

          04:チタン                                             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  2818号                  徴収開始年月日：平成18年 1月10日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,050          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21,4997,9 まごし歯科医院 〒120-0034 金属床による総義歯の提供

足立区千住一丁目１３番地６       （金属総義歯）第  9931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
          02:金                                               1,000,000  1,000,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2824号                  徴収開始年月日：平成18年 1月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21,4998,7 熊田歯科医院 〒121-0011 金属床による総義歯の提供

足立区中央本町四丁目５番１６号       （金属総義歯）第  9962号                徴収開始年月日：平成28年 8月16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                                             270,000    270,000    
          01:白金                                               756,000    756,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2834号                  徴収開始年月日：平成18年 1月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21,4999,5 医療法人社団　歯優会〒120-0034 金属床による総義歯の提供

　千住ミルディスデン足立区千住三丁目９８番地　千住       （金属総義歯）第  8787号                徴収開始年月日：平成17年12月23日
タルクリニック ミルディスⅡ番館３階３０２号室           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                                      300,000    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21,8001,6 杉本歯科医院 〒121-0824 う蝕に罹患している患者の指導管理

足立区西伊興三丁目１１番１６号       （う蝕管理）第  2849号                  徴収開始年月日：平成18年 5月 8日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21,8012,3 スコラ歯科クリニック〒120-0015 金属床による総義歯の提供

足立区足立三丁目１１番３０号　       （金属総義歯）第  8910号                徴収開始年月日：平成18年 8月 1日
スコラタワー１０２           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           262,500    262,500    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2904号                  徴収開始年月日：平成18年 8月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      3,150          
          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

[　　　　　　　　 現在 作成         頁

報告内容医療機関番号

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    405

21,8023,0 医療法人社団　吉咲会〒121-0814 金属床による総義歯の提供
　六月歯科医院 足立区六月一丁目９番５号       （金属総義歯）第  9090号                徴収開始年月日：平成19年 4月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           252,000    252,000    
          04:チタン                                             367,500    367,500    
          02:金                                                 630,000    630,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21,8033,9 せきね歯科クリニック〒121-0072 金属床による総義歯の提供

足立区保塚町６番１９号　ホワイ       （金属総義歯）第  9188号                徴収開始年月日：平成19年12月 1日
トコーポ保塚１０１号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           170,000    170,000    
          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  3092号                  徴収開始年月日：平成19年12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          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21,8034,7 志村歯科医院 〒120-0013 金属床による総義歯の提供

足立区弘道一丁目１番１号       （金属総義歯）第  9205号                徴収開始年月日：平成19年11月 8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    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  3103号                  徴収開始年月日：平成19年11月 8日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      4,000          
          02:小窩裂溝填塞      1,500          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21,8036,2 医療法人社団　望洋会〒120-0044 金属床による総義歯の提供

　髙木歯科医院 足立区千住緑町二丁目１４番地６       （金属総義歯）第  9223号                徴収開始年月日：平成20年 1月 1日
　１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           220,000    220,000    
          02:金                                                 700,000    700,000    
          04:チタン                                             350,000    350,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21,8057,8 見沼代歯科クリニック〒121-0831 金属床による総義歯の提供

足立区舎人五丁目２９番１０号　       （金属総義歯）第  9471号                徴収開始年月日：平成22年 3月 1日
ＰａｒｋＶｉｅｗ見沼代２号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          04:チタン                                             315,000    315,000    
          03:コバルト                                           262,500    262,500    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  3274号                  徴収開始年月日：平成22年 3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

[　　　　　　　　 現在 作成         頁

報告内容医療機関番号

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    406

21,8068,5 医療法人社団　竜美会〒123-0843 金属床による総義歯の提供
　パサージオデンタル足立区西新井栄町一丁目１７番１       （金属総義歯）第  9498号                徴収開始年月日：平成22年 7月 1日
クリニック 号　パサージオ４階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           250,000    250,000    
          04:チタン                                             350,000    350,000    
          01:白金                                               500,000    500,000    
          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  3290号                  徴収開始年月日：平成22年 7月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,050          
          02:小窩裂溝填塞      1,050          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21,8073,5 一ツ家公園前歯科医院〒121-0075 金属床による総義歯の提供

足立区一ツ家二丁目２１番１８号       （金属総義歯）第  9528号                徴収開始年月日：平成22年10月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           200,000    200,000    
          02:金                                                 400,000    400,000    
          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  3303号                  徴収開始年月日：平成22年10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          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21,8074,3 岩崎歯科クリニック 〒123-0842 金属床による総義歯の提供

足立区栗原三丁目２６番１号　第       （金属総義歯）第  9534号                徴収開始年月日：平成22年11月 1日
２ふそうビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           350,000    350,000    
                                ニッケルチタン                  380,000    380,000    
          02:金                                                 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  3308号                  徴収開始年月日：平成22年11月 1日
          継続管理種類  　      価格
          02:小窩裂溝填塞      1,500          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21,8076,8 浅野歯科医院 〒120-0035 金属床による総義歯の提供

足立区千住中居町６番１３号       （金属総義歯）第  9549号                徴収開始年月日：平成22年11月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    407

21,8084,2 瀬田歯科医院 〒123-0857 金属床による総義歯の提供
足立区本木北町９番２３号       （金属総義歯）第  9595号                徴収開始年月日：平成23年 6月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
                                パラジウム合金                  350,000    350,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  3353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          
          02:小窩裂溝填塞      2,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21,8085,9 医療法人社団　正誠会〒123-0845 金属床による総義歯の提供

　一丁目歯科 足立区西新井本町一丁目１番１３       （金属総義歯）第  9600号                徴収開始年月日：平成23年 5月 1日
号　テックスビル２階           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  3354号                  徴収開始年月日：平成23年 5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          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21,8095,8 まちだ歯科医院 〒121-0813 金属床による総義歯の提供

足立区竹の塚一丁目１５番１４号       （金属総義歯）第  9748号                徴収開始年月日：平成24年11月29日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           200,000    200,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21,8097,4 千住あさひ町歯科 〒120-0026 金属床による総義歯の提供

足立区千住旭町４番１０号       （金属総義歯）第  9652号                徴収開始年月日：平成23年10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  3380号                  徴収開始年月日：平成23年10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          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21,8098,2 中村歯科医院 〒123-0863 金属床による総義歯の提供

足立区谷在家一丁目１１番６号       （金属総義歯）第  9653号                徴収開始年月日：平成23年10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                                             350,000    350,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21,8102,2 まるやま歯科医院 〒120-0005 金属床による総義歯の提供

足立区綾瀬六丁目３０番８号　　       （金属総義歯）第  9785号                徴収開始年月日：平成25年 6月 4日
インペリアルホリウチ壱番館２階           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    



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    408

21,8103,0 緒方歯科医院 〒120-0035 金属床による総義歯の提供
足立区千住中居町２６番５号       （金属総義歯）第  9669号                徴収開始年月日：平成24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    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  3390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      3,000          
          02:小窩裂溝填塞      1,800          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21,8119,6 田中歯科医院 〒120-0034 金属床による総義歯の提供

足立区千住二丁目３番地       （金属総義歯）第  9753号                徴収開始年月日：平成24年11月 1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                                                 750,000    750,000    
          01:白金                                               900,000    900,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21,8135,2 みなと歯科 〒123-0852 金属床による総義歯の提供

足立区関原三丁目２３番１８号　       （金属総義歯）第  9807号                徴収開始年月日：平成25年12月 2日
１階           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    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  3466号                  徴収開始年月日：平成25年12月 2日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,500          
          02:小窩裂溝填塞      1,500          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21,8141,0 医療法人社団　翔耀会〒121-0011 金属床による総義歯の提供

　光安歯科 足立区中央本町三丁目１８番１号       （金属総義歯）第  9892号                徴収開始年月日：平成27年 3月 1日
　１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           300,000    300,000    
          04:チタン                                             350,000    350,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  3501号                  徴収開始年月日：平成27年 3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      1,500          

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    409

21,8156,8 モアナ歯科クリニック〒121-0801 金属床による総義歯の提供
竹ノ塚医院 足立区東伊興一丁目８番５号       （金属総義歯）第  9908号                徴収開始年月日：平成27年 8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                                             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  3513号                  徴収開始年月日：平成27年 8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      2,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21,8160,0 医療法人社団　日之出〒123-0873 金属床による総義歯の提供

会　青い鳥歯科 足立区扇三丁目１番１号       （金属総義歯）第  9930号                徴収開始年月日：平成28年 3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  3524号                  徴収開始年月日：平成28年 3月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21,8168,3 横田歯科医院 〒120-0026 金属床による総義歯の提供

足立区千住旭町１番１９号　Ｙ　       （金属総義歯）第  9995号                徴収開始年月日：平成29年 4月 1日
ｐｏｉｎｔ　２階２０１号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           300,000    300,000    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21,8170,9 医療法人社団　双樹会〒120-0026 金属床による総義歯の提供

　ルミネ千住歯科クリ足立区千住旭町４２番２号　ルミ       （金属総義歯）第  9965号                徴収開始年月日：平成28年 8月 6日
ニック ネ北千住店９階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          01:白金                                               350,000    350,000    
          03:コバルト                                           270,000    270,000    
          04:チタン                                             400,000    400,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21,8177,4 医療法人社団　樹正会〒123-0843 う蝕に罹患している患者の指導管理

　丸山デンタルパーク足立区西新井栄町一丁目７番１８       （う蝕管理）第  3553号                  徴収開始年月日：平成29年 8月28日
サイド 号　レジデンスＫ弐番館１階           継続管理種類  　      価格

          01:フッ化物局所      2,160          
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22,4026,5 岡本歯科医院 〒124-0006 金属床による総義歯の提供

葛飾区堀切三丁目２４番４号       （金属総義歯）第  4469号                徴収開始年月日：平成 6年 6月15日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22,4031,5 岡村歯科医院 〒124-0025 金属床による総義歯の提供

葛飾区西新小岩四丁目１９番５号       （金属総義歯）第  4470号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    410

22,4045,5 カワダ歯科 〒125-0002 金属床による総義歯の提供
葛飾区西亀有三丁目３８番１４号       （金属総義歯）第  4472号                徴収開始年月日：平成 6年10月 6日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22,4158,6 岩月歯科医院 〒124-0013 金属床による総義歯の提供

葛飾区東立石三丁目９番１４号       （金属総義歯）第  4491号                徴収開始年月日：平成 6年 6月13日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22,4171,9 片岡歯科医院 〒125-0042 金属床による総義歯の提供

葛飾区金町四丁目５番２１号       （金属総義歯）第  4493号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           315,000    315,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22,4183,4 飯田歯科医院 〒125-0063 金属床による総義歯の提供

葛飾区白鳥三丁目１１番２号       （金属総義歯）第  4496号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22,4210,5 桑島歯科医院 〒124-0004 金属床による総義歯の提供

葛飾区東堀切一丁目２４番７号       （金属総義歯）第  4504号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22,4215,4 平田歯科医院 〒124-0013 金属床による総義歯の提供

葛飾区東立石四丁目４５番１３号       （金属総義歯）第  4506号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           205,800               

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22,4241,0 会田歯科医院 〒125-0053 金属床による総義歯の提供

葛飾区鎌倉三丁目４４番９号       （金属総義歯）第  7956号                徴収開始年月日：平成13年 7月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22,4243,6 小池歯科医院 〒124-0006 金属床による総義歯の提供

葛飾区堀切三丁目９番６号       （金属総義歯）第  4516号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22,4246,9 堀江歯科医院 〒124-0011 金属床による総義歯の提供

葛飾区四つ木一丁目１４番３号       （金属総義歯）第  4517号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22,4265,9 歯科猪野デンタルクリ〒125-0041 金属床による総義歯の提供

ニック 葛飾区東金町一丁目３７番２号　       （金属総義歯）第  4523号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
２０２号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22,4278,2 八巻歯科医院 〒124-0006 金属床による総義歯の提供

葛飾区堀切二丁目３４番３号       （金属総義歯）第  4530号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    411

22,4281,6 飯塚歯科医院 〒125-0061 金属床による総義歯の提供
葛飾区亀有三丁目４２番４号       （金属総義歯）第  4531号                徴収開始年月日：平成 6年 6月10日

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22,4289,9 近藤歯科医院 〒124-0012 金属床による総義歯の提供

葛飾区立石五丁目１４番１号       （金属総義歯）第  4536号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22,4291,5 勝俣歯科医院 〒124-0025 金属床による総義歯の提供

葛飾区西新小岩五丁目１７番２４       （金属総義歯）第  4537号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
号           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  1196号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22,4294,9 小じま歯科医院 〒124-0023 金属床による総義歯の提供

葛飾区東新小岩五丁目２１番１０       （金属総義歯）第  4539号                徴収開始年月日：平成 6年 8月 1日
号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22,4296,4 小林歯科医院 〒124-0021 金属床による総義歯の提供

葛飾区細田一丁目１７番７号       （金属総義歯）第  4540号                徴収開始年月日：平成 6年 6月20日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22,4297,2 塩沢歯科医院 〒125-0063 金属床による総義歯の提供

葛飾区白鳥二丁目３番１０号       （金属総義歯）第  4541号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1288号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22,4305,3 亀有北口歯科 〒125-0061 金属床による総義歯の提供

葛飾区亀有五丁目２０番２号       （金属総義歯）第  4543号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           280,000               

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22,4307,9 平野歯科医院 〒125-0032 金属床による総義歯の提供

葛飾区水元五丁目１６番６号       （金属総義歯）第  4544号                徴収開始年月日：平成 6年 7月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   458号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22,4311,1 立石歯科医院 〒124-0012 金属床による総義歯の提供

葛飾区立石四丁目２５番１号　タ       （金属総義歯）第  8331号                徴収開始年月日：平成15年 8月 8日
マヤビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    412

22,4315,2 久保木歯科医院 〒124-0003 金属床による総義歯の提供
葛飾区お花茶屋一丁目１８番１７       （金属総義歯）第  4548号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22,4319,4 山崎歯科医院 〒125-0032 金属床による総義歯の提供

葛飾区水元二丁目４番７号       （金属総義歯）第  4549号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22,4322,8 萩原歯科医院 〒124-0013 金属床による総義歯の提供

葛飾区東立石三丁目２９番１７号       （金属総義歯）第  4551号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22,4328,5 松林歯科医院 〒125-0062 金属床による総義歯の提供

葛飾区青戸三丁目３２番１８号　       （金属総義歯）第  4554号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 7日
青戸サンセイドビル３階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           250,000    250,000    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22,4330,1 真野歯科医院 〒124-0001 金属床による総義歯の提供

葛飾区小菅三丁目１４番１７号       （金属総義歯）第  4555号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22,4332,7 中島歯科医院 〒125-0054 金属床による総義歯の提供

葛飾区高砂八丁目２７番６号       （金属総義歯）第  4556号                徴収開始年月日：平成 6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    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22,4335,0 金子歯科 〒125-0042 金属床による総義歯の提供

葛飾区金町四丁目１８番１０号       （金属総義歯）第  4557号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           250,000    250,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22,4348,3 宇津宮歯科クリニック〒125-0061 金属床による総義歯の提供

葛飾区亀有四丁目２９番１８号       （金属総義歯）第  4559号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22,4351,7 渡辺歯科 〒125-0042 金属床による総義歯の提供

葛飾区金町六丁目５番６号       （金属総義歯）第  4560号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1041号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22,4355,8 根本歯科医院 〒125-0052 金属床による総義歯の提供

葛飾区柴又四丁目１５番７号       （金属総義歯）第  4561号                徴収開始年月日：平成 6年 6月20日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    413

22,4358,2 お花茶屋歯科医院 〒124-0005 金属床による総義歯の提供
葛飾区宝町二丁目３４番１３号　       （金属総義歯）第  4562号                徴収開始年月日：平成 6年 8月 2日
お花茶屋スカイマンシヨン１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22,4360,8 野村歯科 〒125-0054 金属床による総義歯の提供

葛飾区高砂八丁目３３番１２号       （金属総義歯）第  4563号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           200,000               

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22,4364,0 柳原歯科医院 〒125-0054 金属床による総義歯の提供

葛飾区高砂五丁目１８番７号       （金属総義歯）第  4565号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22,4367,3 山﨑歯科医院 〒125-0062 金属床による総義歯の提供

葛飾区青戸三丁目１７番１４号       （金属総義歯）第  4566号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22,4372,3 丸山歯科医院 〒125-0042 金属床による総義歯の提供

葛飾区金町五丁目３１番１５号       （金属総義歯）第  4567号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           220,000    220,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22,4374,9 古川歯科医院 〒124-0024 金属床による総義歯の提供

葛飾区新小岩一丁目２８番７号　       （金属総義歯）第  8143号                徴収開始年月日：平成14年 7月23日
山三ビル３階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           230,000    230,000    
          04:チタン                                             330,000    330,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22,4376,4 とがわ歯科医院 〒125-0054 金属床による総義歯の提供

葛飾区高砂三丁目２３番３号　ラ       （金属総義歯）第  4569号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
イオンズマンション高砂１０１           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22,4385,5 加藤デンタルクリニッ〒124-0002 金属床による総義歯の提供

ク 葛飾区西亀有二丁目３３番１号       （金属総義歯）第  4571号                徴収開始年月日：平成 6年 6月18日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22,4387,1 佐伯歯科医院 〒125-0062 金属床による総義歯の提供

葛飾区青戸五丁目１４番５号　青       （金属総義歯）第  4573号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
山マンション１０１           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22,4389,7 桜井歯科医院 〒125-0054 金属床による総義歯の提供

葛飾区高砂五丁目４６番２号       （金属総義歯）第  4574号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    414

22,4392,1 篠原歯科医院 〒124-0013 金属床による総義歯の提供
葛飾区東立石二丁目８番１４号       （金属総義歯）第  4575号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22,4396,2 鈴木デンタルクリニッ〒124-0023 金属床による総義歯の提供

ク 葛飾区東新小岩一丁目１３番１１       （金属総義歯）第  4577号                徴収開始年月日：平成 6年 6月20日
号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22,4408,5 ウメダ歯科 〒125-0041 う蝕に罹患している患者の指導管理

葛飾区東金町一丁目１２番１号　       （う蝕管理）第  1424号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月23日
広川ビル２階           継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22,4409,3 新妻歯科 〒124-0025 金属床による総義歯の提供

葛飾区西新小岩一丁目７番２号　       （金属総義歯）第  4583号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
ソシアル富士２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22,4413,5 大久保歯科医院 〒125-0052 金属床による総義歯の提供

葛飾区柴又一丁目９番１５号       （金属総義歯）第  4585号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22,4415,0 秋葉歯科医院 〒125-0063 金属床による総義歯の提供

葛飾区白鳥二丁目６番１６号       （金属総義歯）第  4586号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22,4420,0 細谷歯科医院 〒125-0032 金属床による総義歯の提供

葛飾区水元三丁目１７番１５号       （金属総義歯）第  4587号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22,4430,9 小島歯科医院 〒124-0014 金属床による総義歯の提供

葛飾区東四つ木二丁目１０番３号       （金属総義歯）第  4590号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22,4431,7 いなもち歯科医院 〒124-0003 金属床による総義歯の提供

葛飾区お花茶屋一丁目２３番１２       （金属総義歯）第  4591号                徴収開始年月日：平成 6年11月26日
号　原田ビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22,4440,8 杉山歯科クリニック 〒125-0052 金属床による総義歯の提供

葛飾区柴又四丁目２８番１１号　       （金属総義歯）第  4595号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
クレスベール１０１号           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  1610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      3,150          
          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

[　　　　　　　　 現在 作成         頁

報告内容医療機関番号

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    415

22,4446,5 医療法人社団　健湧会〒125-0042 金属床による総義歯の提供
　尾澤歯科医院 葛飾区金町二丁目４番１０号       （金属総義歯）第  4597号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   364号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22,4447,3 医療法人社団　福江会〒124-0023 金属床による総義歯の提供

　東新小岩歯科医院 葛飾区東新小岩五丁目１４番２９       （金属総義歯）第  4614号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22,4449,9 高橋歯科医院 〒124-0024 金属床による総義歯の提供

葛飾区新小岩二丁目１０番１号　       （金属総義歯）第  4598号                徴収開始年月日：平成 6年 6月13日
吉村ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           300,000    300,000    
          04:チタン                                             350,000    350,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22,4453,1 イナモチ歯科医院 〒125-0041 金属床による総義歯の提供

葛飾区東金町二丁目１７番１６号       （金属総義歯）第  4601号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
　プレステージパレス１０２号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1109号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22,4457,2 こみや歯科医院 〒125-0041 金属床による総義歯の提供

葛飾区東金町一丁目４５番２号　       （金属総義歯）第  4603号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
林ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   656号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22,4459,8 なかい歯科医院 〒124-0012 金属床による総義歯の提供

葛飾区立石六丁目２０番１１号　       （金属総義歯）第  4604号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
友寄ビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22,4460,6 シミズ歯科クリニック〒125-0041 金属床による総義歯の提供

葛飾区東金町二丁目３番１３号　       （金属総義歯）第  4605号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
ＫＦ第二ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           230,000               
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   664号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22,4466,3 マサシ歯科医院 〒125-0051 金属床による総義歯の提供

葛飾区新宿五丁目２１番１５号       （金属総義歯）第  4609号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    416

22,4467,1 山中歯科医院 〒125-0051 金属床による総義歯の提供
葛飾区新宿四丁目３番１７号       （金属総義歯）第  4610号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           280,000               

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22,4471,3 医療法人社団　潤和会〒125-0052 う蝕に罹患している患者の指導管理

　川本歯科クリニック葛飾区柴又四丁目３６番１６号       （う蝕管理）第   418号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22,4472,1 医療法人社団　ティ・〒124-0024 金属床による総義歯の提供

シー会　新小岩歯科医葛飾区新小岩一丁目３６番５号　       （金属総義歯）第  4612号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
院 １階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22,4473,9 医療法人社団　皓永会〒125-0041 金属床による総義歯の提供

　福田歯科医院 葛飾区東金町三丁目１番５号       （金属総義歯）第  4613号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           360,000    320,000    
          04:チタン                                             360,000               

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22,4475,4 千葉歯科クリニック 〒125-0035 金属床による総義歯の提供

葛飾区南水元四丁目２２番３号       （金属総義歯）第  4615号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1122号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22,4483,8 坪崎歯科医院 〒124-0002 金属床による総義歯の提供

葛飾区西亀有二丁目１９番１２号       （金属総義歯）第  9866号                徴収開始年月日：平成26年 8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                                             320,000    320,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22,4484,6 弘子デンタルクリニッ〒125-0052 金属床による総義歯の提供

ク 葛飾区柴又五丁目１３番２７号       （金属総義歯）第  4621号                徴収開始年月日：平成 6年 6月20日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22,4486,1 医療法人社団　保美会〒125-0042 金属床による総義歯の提供

　歯科エビハラ 葛飾区金町六丁目１２番１３号　       （金属総義歯）第  4622号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
ヴィラトライデント１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22,4489,5 医療法人社団　もいわ〒125-0041 金属床による総義歯の提供

会　金町歯科 葛飾区東金町一丁目３６番１号　       （金属総義歯）第  4623号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
１１４号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           195,000    195,000    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    417

22,4493,7 森田歯科医院 〒125-0063 金属床による総義歯の提供
葛飾区白鳥四丁目７番１９号       （金属総義歯）第  4626号                徴収開始年月日：平成 6年 6月18日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1553号                  徴収開始年月日：平成 9年 6月 4日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22,4499,4 石田歯科医院 〒124-0024 金属床による総義歯の提供

葛飾区新小岩二丁目４番７号       （金属総義歯）第  4631号                徴収開始年月日：平成 6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    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22,4503,3 岡本デンタルクリニッ〒125-0062 金属床による総義歯の提供

ク 葛飾区青戸三丁目３５番１号　ア       （金属総義歯）第  4633号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
イピー葛飾ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1379号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22,4506,6 ためがい歯科 〒124-0012 金属床による総義歯の提供

葛飾区立石一丁目１０番１０号　       （金属総義歯）第  4634号                徴収開始年月日：平成 6年 7月 1日
立石ハイツ１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22,4507,4 喜光歯科医院 〒125-0061 金属床による総義歯の提供

葛飾区亀有二丁目５７番４号       （金属総義歯）第  4635号                徴収開始年月日：平成 6年 6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                                             350,000    350,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   116号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22,4510,8 嶋田歯科医院 〒124-0013 金属床による総義歯の提供

葛飾区東立石三丁目３４番５号       （金属総義歯）第  4637号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           262,500    262,500    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22,4519,9 塚原歯科医院 〒125-0062 金属床による総義歯の提供

葛飾区青戸三丁目４１番１１号　       （金属総義歯）第  4645号                徴収開始年月日：平成 6年 6月20日
針木工務店ビル３階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22,4523,1 医療法人社団　清徳会〒124-0012 金属床による総義歯の提供

　武井歯科医院 葛飾区立石八丁目６番４号       （金属総義歯）第  4647号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    418

22,4526,4 島田歯科医院 〒125-0061 金属床による総義歯の提供
葛飾区亀有三丁目１４番９号　プ       （金属総義歯）第  4650号                徴収開始年月日：平成 6年 7月 1日
リムロウズ島田２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22,4527,2 門橋歯科医院 〒125-0054 金属床による総義歯の提供

葛飾区高砂三丁目１０番７号       （金属総義歯）第  4651号                徴収開始年月日：平成 6年 7月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22,4530,6 橋本歯科医院 〒124-0023 金属床による総義歯の提供

葛飾区東新小岩六丁目９番２３号       （金属総義歯）第  4654号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22,4536,3 ワクイ歯科 〒124-0023 金属床による総義歯の提供

葛飾区東新小岩五丁目１７番３号       （金属総義歯）第  4657号                徴収開始年月日：平成 7年 9月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22,4538,9 医療法人社団　原歯科〒124-0023 金属床による総義歯の提供

クリニック 葛飾区東新小岩七丁目１６番５号       （金属総義歯）第  4658号                徴収開始年月日：平成 6年10月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22,4540,5 医療法人社団　栄昂会〒124-0021 金属床による総義歯の提供

　細田歯科医院 葛飾区細田四丁目２５番１号　１       （金属総義歯）第  4659号                徴収開始年月日：平成 7年 5月 1日
０１           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22,4543,9 杉森歯科医院 〒125-0053 金属床による総義歯の提供

葛飾区鎌倉四丁目３２番２号       （金属総義歯）第  4660号                徴収開始年月日：平成 7年10月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22,4545,4 ひるま歯科医院 〒125-0061 金属床による総義歯の提供

葛飾区亀有五丁目３４番１６号　       （金属総義歯）第  4661号                徴収開始年月日：平成 7年 4月22日
寿々喜ビル４階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1442号                  徴収開始年月日：平成 9年 6月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22,4547,0 コージ歯科 〒124-0003 う蝕に罹患している患者の指導管理

葛飾区お花茶屋二丁目５番１６号       （う蝕管理）第  1629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      3,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22,4548,8 せき歯科医院 〒125-0062 金属床による総義歯の提供

葛飾区青戸一丁目８番１号       （金属総義歯）第  4662号                徴収開始年月日：平成 7年 1月10日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   909号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    419

22,4551,2 医療法人社団　友秀会〒125-0053 金属床による総義歯の提供
　川崎歯科医院 葛飾区鎌倉四丁目３８番１４号       （金属総義歯）第  4663号                徴収開始年月日：平成 7年 3月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           280,000               

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22,4556,1 工藤歯科 〒125-0031 金属床による総義歯の提供

葛飾区西水元六丁目２番４号       （金属総義歯）第  4664号                徴収開始年月日：平成 7年11月 7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   624号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22,4560,3 医療法人社団　相栄会〒125-0062 う蝕に罹患している患者の指導管理

　相原歯科医院 葛飾区青戸七丁目１８番４号       （う蝕管理）第    67号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22,4562,9 総武歯科医院 〒124-0024 金属床による総義歯の提供

葛飾区新小岩一丁目４２番２号       （金属総義歯）第  6129号                徴収開始年月日：平成 8年 5月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22,4569,4 渡辺歯科医院 〒125-0052 金属床による総義歯の提供

葛飾区柴又六丁目２番１５号       （金属総義歯）第  6373号                徴収開始年月日：平成 8年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22,4575,1 アリスビル歯科 〒125-0054 金属床による総義歯の提供

葛飾区高砂五丁目３５番９号　ア       （金属総義歯）第  6526号                徴収開始年月日：平成 8年11月14日
リスビル           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22,4585,0 運野歯科医院 〒125-0061 金属床による総義歯の提供

葛飾区亀有二丁目１番１号       （金属総義歯）第  6739号                徴収開始年月日：平成 9年 5月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1554号                  徴収開始年月日：平成 9年 5月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22,4591,8 中田歯科医院 〒125-0031 金属床による総義歯の提供

葛飾区西水元二丁目１４番１８号       （金属総義歯）第  6921号                徴収開始年月日：平成10年 1月 7日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1731号                  徴収開始年月日：平成10年 1月 7日
          継続管理種類  　      価格

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    420

22,4593,4 医療法人社団　幸新会〒124-0023 金属床による総義歯の提供
　前原総合歯科医院 葛飾区東新小岩一丁目７番２号       （金属総義歯）第  7008号                徴収開始年月日：平成10年 4月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          01:白金                                               500,000    500,000    
          02:金                                                 500,000    500,000    
          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  1792号                  徴収開始年月日：平成10年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,000          
          02:小窩裂溝填塞      1,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22,4594,2 金子歯科クリニック 〒125-0061 金属床による総義歯の提供

葛飾区亀有五丁目３４番２号　フ       （金属総義歯）第  6990号                徴収開始年月日：平成10年 4月 1日
ァーストビル３階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22,4596,7 医療法人社団　博三会〒125-0054 金属床による総義歯の提供

　エスポワール歯科 葛飾区高砂五丁目２６番６号　エ       （金属総義歯）第  7020号                徴収開始年月日：平成10年 4月 1日
スポワール１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1794号                  徴収開始年月日：平成10年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22,4597,5 峰岸ハイツ歯科医院 〒125-0031 金属床による総義歯の提供

葛飾区西水元一丁目２５番１０号       （金属総義歯）第  7065号                徴収開始年月日：平成10年 5月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1822号                  徴収開始年月日：平成10年 5月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22,4600,7 医療法人社団　扇幸会〒124-0023 金属床による総義歯の提供

　よしみず歯科医院 葛飾区東新小岩七丁目３１番１６       （金属総義歯）第  7101号                徴収開始年月日：平成10年 6月 5日
号　秀宝ビル２０９           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1844号                  徴収開始年月日：平成10年 6月 5日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22,4603,1 山内歯科医院 〒124-0006 金属床による総義歯の提供

葛飾区堀切四丁目５３番９号       （金属総義歯）第  8881号                徴収開始年月日：平成18年 5月18日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           315,000    315,000    

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    421

22,4604,9 原歯科医院 〒124-0011 金属床による総義歯の提供
葛飾区四つ木一丁目３８番５号       （金属総義歯）第  7144号                徴収開始年月日：平成10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  1867号                  徴収開始年月日：平成10年 7月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22,4605,6 医療法人社団　健皓会〒125-0041 金属床による総義歯の提供

　千代田歯科医院 葛飾区東金町三丁目２１番６号       （金属総義歯）第  7188号                徴収開始年月日：平成10年 9月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22,4607,2 医療法人社団　明功会〒125-0061 金属床による総義歯の提供

　かめあり歯科クリニ葛飾区亀有五丁目４０番２号       （金属総義歯）第  7226号                徴収開始年月日：平成10年12月 1日
ック           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22,4608,0 佐藤歯科医院 〒124-0024 う蝕に罹患している患者の指導管理

葛飾区新小岩一丁目３２番５号　       （う蝕管理）第  1946号                  徴収開始年月日：平成11年 1月29日
３０３号室           継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22,4611,4 医療法人社団　豊歯会〒124-0011 金属床による総義歯の提供

　坂本歯科医院 葛飾区四つ木四丁目２７番１２号       （金属総義歯）第  7315号                徴収開始年月日：平成11年 4月 1日
　１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22,4615,5 あらき歯科 〒124-0012 金属床による総義歯の提供

葛飾区立石一丁目１９番８号　篠       （金属総義歯）第  7365号                徴収開始年月日：平成11年 6月 1日
崎ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22,4619,7 ごとう歯科医院 〒124-0024 金属床による総義歯の提供

葛飾区新小岩二丁目８番６号　カ       （金属総義歯）第  7472号                徴収開始年月日：平成11年 9月 2日
ーサフィレンツェ１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2053号                  徴収開始年月日：平成11年 9月 2日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22,4623,9 太田歯科クリニック 〒125-0054 金属床による総義歯の提供

葛飾区高砂五丁目２９番１３号　       （金属総義歯）第  7515号                徴収開始年月日：平成11年11月 1日
石川ビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2085号                  徴収開始年月日：平成11年11月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22,4631,2 かつしか歯科医院 〒124-0006 う蝕に罹患している患者の指導管理

葛飾区堀切七丁目２５番１６号       （う蝕管理）第  2139号                  徴収開始年月日：平成12年 4月 3日
          継続管理種類  　      価格

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    422

22,4632,0 矯正歯科加藤歯科医院〒124-0024 金属床による総義歯の提供
葛飾区新小岩一丁目５７番７号       （金属総義歯）第  7679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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22,4633,8 風巻歯科 〒124-0021 金属床による総義歯の提供

葛飾区細田四丁目９番１号       （金属総義歯）第  7652号                徴収開始年月日：平成12年 5月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22,4634,6 星谷歯科医院 〒124-0023 金属床による総義歯の提供

葛飾区東新小岩三丁目３番１０号       （金属総義歯）第  7653号                徴収開始年月日：平成12年 5月23日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22,4636,1 医療法人社団　真心会〒125-0002 金属床による総義歯の提供

　内田歯科医院 葛飾区西亀有三丁目３１番１１号       （金属総義歯）第  9477号                徴収開始年月日：平成22年 4月13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  3279号                  徴収開始年月日：平成22年 4月13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      1,500          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22,4638,7 医療法人社団　睦月会〒124-0012 金属床による総義歯の提供

　高見歯科クリニック葛飾区立石七丁目１０番２号　ウ       （金属総義歯）第  7723号                徴収開始年月日：平成12年 6月 1日
ッディビル１０２           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2230号                  徴収開始年月日：平成12年 6月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22,4655,1 大森歯科医院 〒125-0061 金属床による総義歯の提供

葛飾区亀有一丁目２６番１８号       （金属総義歯）第  7982号                徴収開始年月日：平成13年 8月10日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22,4656,9 医療法人社団　美樹歯〒124-0025 金属床による総義歯の提供

会　オカダ歯科クリニ葛飾区西新小岩四丁目４２番１６       （金属総義歯）第  7979号                徴収開始年月日：平成13年 9月 1日
ック 号　日神パレステージ新小岩１０           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

２号
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22,4672,6 医療法人社団　髙慈会〒125-0062 金属床による総義歯の提供

　髙野歯科クリニック葛飾区青戸六丁目４番２３号　１       （金属総義歯）第  8301号                徴収開始年月日：平成15年 7月 3日
階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                                      250,000    
          04:チタン                                             300,000               
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2546号                  徴収開始年月日：平成15年 7月 2日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    423

22,4675,9 医療法人社団　弘恭会〒124-0006 金属床による総義歯の提供
　上野歯科医院 葛飾区堀切七丁目９番８号       （金属総義歯）第  8387号                徴収開始年月日：平成15年11月10日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          01:白金                                               550,000    550,000    
          02:金                                                 500,000    500,000    
          03:コバルト                                           300,000    300,000    
          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  2593号                  徴収開始年月日：平成15年11月10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          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22,4676,7 けんみざき歯科 〒125-0033 金属床による総義歯の提供

葛飾区東水元三丁目６番３号       （金属総義歯）第  8395号                徴収開始年月日：平成15年12月 5日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2596号                  徴収開始年月日：平成15年12月 5日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22,4696,5 まさこデンタルクリニ〒124-0005 金属床による総義歯の提供

ック 葛飾区宝町一丁目２２番３号　ベ       （金属総義歯）第  8602号                徴収開始年月日：平成17年 2月 1日
ルフィオーレ１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22,4698,1 北澤歯科医院 〒124-0006 金属床による総義歯の提供

葛飾区堀切二丁目２７番１号       （金属総義歯）第  8596号                徴収開始年月日：平成17年 1月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           231,000    231,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22,4703,9 宮澤歯科医院 〒124-0006 金属床による総義歯の提供

葛飾区堀切二丁目１３番９号       （金属総義歯）第  8711号                徴収開始年月日：平成17年 7月26日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22,4709,6 医療法人社団　二の宮〒124-0025 金属床による総義歯の提供

会　鈴木歯科医院 葛飾区西新小岩一丁目２番８号　       （金属総義歯）第  8783号                徴収開始年月日：平成17年11月 1日
第１鈴亀ビル３０１号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           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  2815号                  徴収開始年月日：平成17年11月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,000          
          02:小窩裂溝填塞      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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    424

22,4712,0 梅本歯科医院 〒124-0011 金属床による総義歯の提供
葛飾区四つ木一丁目１５番１５号       （金属総義歯）第  8820号                徴収開始年月日：平成18年 1月30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    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22,4714,6 医療法人社団　青葉　〒124-0025 金属床による総義歯の提供

山田歯科医院 葛飾区西新小岩四丁目２７番１１       （金属総義歯）第  8873号                徴収開始年月日：平成18年 4月 1日
号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           200,000    200,000    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22,4717,9 医療法人社団　康薫会〒124-0022 金属床による総義歯の提供

　小澤歯科医院 葛飾区奥戸二丁目３３番１８号　       （金属総義歯）第  9578号                徴収開始年月日：平成23年 5月 1日
１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          04:チタン                                             315,000    315,000    
          03:コバルト                                           231,000    231,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22,4719,5 医療法人社団　仁慈会〒125-0042 金属床による総義歯の提供

　久保田歯科クリニッ葛飾区金町六丁目１０番１０号　       （金属総義歯）第  8903号                徴収開始年月日：平成18年 6月 1日
ク ルックハイツ金町１０５           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          02:金                                                 840,000    840,000    
          03:コバルト                                           315,000    315,000    
          04:チタン                                             367,500    367,500    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2899号                  徴収開始年月日：平成18年 6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          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22,4722,9 大原歯科医院 〒124-0005 金属床による総義歯の提供

葛飾区宝町一丁目１番２５号       （金属総義歯）第  8951号                徴収開始年月日：平成18年 8月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           240,000    240,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22,4725,2 小野内歯科 〒124-0013 金属床による総義歯の提供

葛飾区東立石三丁目１５番２号       （金属総義歯）第  9004号                徴収開始年月日：平成19年 1月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
                                コバルトクロム                  200,000    200,000    
          04:チタン                                             300,000    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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    425

22,4727,8 メリー歯科 〒124-0001 金属床による総義歯の提供
葛飾区小菅四丁目１０番７号　下       （金属総義歯）第  9038号                徴収開始年月日：平成19年 4月 1日
井ビル４階           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  2986号                  徴収開始年月日：平成19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      2,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22,4728,6 臼井歯科医院 〒124-0024 金属床による総義歯の提供

葛飾区新小岩一丁目２１番８号       （金属総義歯）第  9065号                徴収開始年月日：平成19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    
          04:チタン                                             400,000    400,000    
          01:白金                                               400,000    400,000    
          02:金                                                 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  3005号                  徴収開始年月日：平成19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          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22,4735,1 清信歯科医院 〒124-0003 金属床による総義歯の提供

葛飾区お花茶屋一丁目１７番１４       （金属総義歯）第  9127号                徴収開始年月日：平成19年 7月 1日
号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          01:白金                                               800,000    850,000    
          02:金                                                 600,000    650,000    
          04:チタン                                             300,000    350,000    
          03:コバルト                                           250,000    300,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22,4739,3 医療法人社団　泰爾会〒124-0022 金属床による総義歯の提供

　江橋歯科医院 葛飾区奥戸二丁目３０番１号       （金属総義歯）第  9189号                徴収開始年月日：平成19年11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    
          01:白金                                               525,000    525,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  3093号                  徴収開始年月日：平成19年11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          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22,4740,1 しげみ歯科クリニック〒124-0012 う蝕に罹患している患者の指導管理

葛飾区立石六丁目１８番１８号       （う蝕管理）第  3113号                  徴収開始年月日：平成20年 2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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    426

22,4741,9 熊倉歯科 〒124-0012 金属床による総義歯の提供
葛飾区立石三丁目３０番７号       （金属総義歯）第  9224号                徴収開始年月日：平成19年12月29日

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22,4743,5 巽橋歯科医院 〒124-0025 金属床による総義歯の提供

葛飾区西新小岩一丁目８番７号　       （金属総義歯）第  9243号                徴収開始年月日：平成20年 2月 1日
Ｈｉｒｏ’ｓ巽橋４階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           200,000    200,000    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22,4745,0 田中歯科医院 〒124-0012 金属床による総義歯の提供

葛飾区立石八丁目１番７号       （金属総義歯）第  9276号                徴収開始年月日：平成20年 4月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          04:チタン                                             300,000    300,000    
          03:コバルト                                           220,000    220,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  3147号                  徴収開始年月日：平成20年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      3,150          
          02:小窩裂溝填塞      1,050          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22,4755,9 ヴィナシスデンタルク〒125-0042 金属床による総義歯の提供

リニック 葛飾区金町六丁目２番１号　ヴィ       （金属総義歯）第  9426号                徴収開始年月日：平成21年 9月 1日
ナシス金町ブライトコート２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           262,500    262,500    
          04:チタン                                             315,000    315,000    
          01:白金                                               357,000    357,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22,4756,7 すずき歯科クリニック〒125-0041 う蝕に罹患している患者の指導管理

葛飾区東金町一丁目４０番４号       （う蝕管理）第  3254号                  徴収開始年月日：平成21年11月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22,4768,2 いとう歯科クリニック〒124-0023 う蝕に罹患している患者の指導管理

葛飾区東新小岩二丁目８番２号       （う蝕管理）第  3286号                  徴収開始年月日：平成22年 5月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22,4773,2 いくま歯科医院 〒125-0062 金属床による総義歯の提供

葛飾区青戸三丁目３４番１３号       （金属総義歯）第  9939号                徴収開始年月日：平成28年 5月 2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                                             382,000    382,000    

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    427

22,4780,7 東水元歯科医院 〒125-0033 金属床による総義歯の提供
葛飾区東水元一丁目９番１１号       （金属総義歯）第  9656号                徴収開始年月日：平成23年11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                                             250,000    250,000    
          01:白金                                               350,000    350,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  3382号                  徴収開始年月日：平成23年11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          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22,4785,6 長谷川歯科医院 〒124-0014 金属床による総義歯の提供

葛飾区東四つ木二丁目２６番１０       （金属総義歯）第  9696号                徴収開始年月日：平成24年 4月 1日
号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           300,000    300,000    
          04:チタン                                             350,000    350,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22,4792,2 ニコデンタルクリニッ〒124-0012 金属床による総義歯の提供

ク 葛飾区立石二丁目２６番１７号       （金属総義歯）第  9743号                徴収開始年月日：平成24年10月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           189,000    189,000    
          04:チタン                                             304,500    304,500    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22,4800,3 武藤歯科医院 〒124-0006 金属床による総義歯の提供

葛飾区堀切五丁目３１番５号       （金属総義歯）第  9810号                徴収開始年月日：平成25年10月 7日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          40:その他             純チタン床                      300,000    300,000    
          40:その他             チタン床                        250,000    250,000    
          40:その他             Ｃｏ－Ｃｒ床                    200,000    200,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22,4811,0 医療法人社団　進和会〒124-0014 金属床による総義歯の提供

　あさだ歯科口腔クリ葛飾区東四つ木二丁目１７番１４       （金属総義歯）第  9889号                徴収開始年月日：平成26年12月 1日
ニック 号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          01:白金                                               600,000    600,000    
          02:金                                                 500,000    500,000    
          03:コバルト                                           200,000    200,000    
          04:チタン                                             300,000    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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    428

22,4818,5 奥瀬歯科医院 〒125-0061 時間外診察
葛飾区亀有三丁目１２番１３号       （時間外診察）第   795号                徴収開始年月日：平成29年 7月 1日

          徴収額    
                850            
                650            
金属床による総義歯の提供
      （金属総義歯）第  9993号                徴収開始年月日：平成29年 7月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           380,000    380,000    
          04:チタン                                             450,000    450,000    
          01:白金                                               550,000    550,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  3549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      1,500          
          02:小窩裂溝填塞      1,250          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22,4825,0 増田歯科医院 〒125-0062 金属床による総義歯の提供

葛飾区青戸七丁目７番２号       （金属総義歯）第  9923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                                           291,600    291,600    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  3519号                  徴収開始年月日：平成28年 1月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,620          
          02:小窩裂溝填塞      2,160          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22,4827,6 市之川歯科医院 〒124-0006 金属床による総義歯の提供

葛飾区堀切四丁目１２番１７号　       （金属総義歯）第 10001号                徴収開始年月日：平成29年 5月 1日
メゾン堀切１０２号室           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          02:金                                                 600,000    600,000    
          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  3528号                  徴収開始年月日：平成28年 5月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      3,500          
          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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    429

22,4828,4 Ｋ　ＤＥＮＴＡＬ　Ｃ〒125-0061 金属床による総義歯の提供
ＬＩＮＩＣ 葛飾区亀有三丁目１７番２号　サ       （金属総義歯）第  9950号                徴収開始年月日：平成28年 6月30日

ンリット亀有１０１号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          01:白金                                               500,000    500,000    
          04:チタン                                             400,000    400,000    
          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  3533号                  徴収開始年月日：平成28年 6月30日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      3,000          
          02:小窩裂溝填塞      1,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22,4831,8 江田デンタルクリニッ〒124-0012 金属床による総義歯の提供

ク 葛飾区立石一丁目１５番５号　み       （金属総義歯）第  9973号                徴収開始年月日：平成28年11月14日
ずほメディカルモール２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           220,000               
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22,4832,6 医療法人社団　利章会〒124-0024 う蝕に罹患している患者の指導管理

　エルム歯科 葛飾区新小岩一丁目５４番６号       （う蝕管理）第  3539号                  徴収開始年月日：平成28年 8月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22,4834,2 お花茶屋駅前歯科クリ〒124-0003 金属床による総義歯の提供

ニック 葛飾区お花茶屋一丁目２７番２号       （金属総義歯）第  9969号                徴収開始年月日：平成28年11月 1日
　           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           378,000    378,000    
          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  3542号                  徴収開始年月日：平成28年11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          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22,4840,9 医療法人社団　ナナオ〒124-0023 金属床による総義歯の提供

会　あさひ歯科クリニ葛飾区東新小岩五丁目１８番６号       （金属総義歯）第 10007号                徴収開始年月日：平成29年 9月22日
ック 　１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           250,000    250,000    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23,4014,9 新出歯科医院 〒133-0057 金属床による総義歯の提供

江戸川区西小岩一丁目５番１４号       （金属総義歯）第  4665号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23,4166,7 塚原歯科医院 〒132-0025 金属床による総義歯の提供

江戸川区松江四丁目９番６号       （金属総義歯）第  4683号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    430

23,4187,3 中田歯科医院 〒133-0056 金属床による総義歯の提供
江戸川区南小岩五丁目１５番１８       （金属総義歯）第  4690号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23,4196,4 朝比奈歯科医院 〒132-0025 金属床による総義歯の提供

江戸川区松江四丁目３２番１９号       （金属総義歯）第  4692号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23,4211,1 小菅歯科医院 〒133-0057 金属床による総義歯の提供

江戸川区西小岩三丁目２３番１０       （金属総義歯）第  4695号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          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   323号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23,4231,9 杉崎歯科医院 〒133-0056 金属床による総義歯の提供

江戸川区南小岩七丁目３１番３号       （金属総義歯）第  4700号                徴収開始年月日：平成 6年 7月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23,4235,0 小野寺歯科医院 〒133-0056 金属床による総義歯の提供

江戸川区南小岩七丁目３番１号       （金属総義歯）第  4702号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           260,000    260,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23,4238,4 葛西歯科 〒134-0083 金属床による総義歯の提供

江戸川区中葛西四丁目８番１５号       （金属総義歯）第  4703号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23,4257,4 中川歯科医院 〒133-0061 金属床による総義歯の提供

江戸川区篠崎町一丁目３１番２０       （金属総義歯）第  4706号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
号　司ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           150,000    150,000    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23,4260,8 松島歯科 〒132-0031 金属床による総義歯の提供

江戸川区松島三丁目３番１号       （金属総義歯）第  4707号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   488号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23,4263,2 関根歯科医院 〒133-0057 金属床による総義歯の提供

江戸川区西小岩一丁目２６番５号       （金属総義歯）第  4710号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
　１０１           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1429号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    431

23,4267,3 斎藤歯科医院 〒132-0035 金属床による総義歯の提供
江戸川区平井三丁目２１番１８号       （金属総義歯）第  4711号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
　２０１           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23,4286,3 長谷部歯科医院 〒133-0056 金属床による総義歯の提供

江戸川区南小岩七丁目２２番４号       （金属総義歯）第  4714号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23,4291,3 田歯科医院 〒132-0035 金属床による総義歯の提供

江戸川区平井六丁目４５番８号       （金属総義歯）第  4716号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           250,000               

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23,4315,0 ホワイトビル歯科クリ〒132-0035 金属床による総義歯の提供

ニック 江戸川区平井三丁目２３番２７号       （金属総義歯）第  4723号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23,4317,6 小峰歯科医院 〒132-0011 金属床による総義歯の提供

江戸川区瑞江一丁目４番６号　秋       （金属総義歯）第  4724号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
本ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   218号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23,4323,4 田村歯科医院 〒132-0013 金属床による総義歯の提供

江戸川区江戸川三丁目３９番地２       （金属総義歯）第  4727号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
６           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23,4325,9 石坂歯科 〒133-0064 金属床による総義歯の提供

江戸川区下篠崎町１５番地４       （金属総義歯）第  4729号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23,4328,3 川野歯科医院 〒132-0031 金属床による総義歯の提供

江戸川区松島一丁目２１番１号       （金属総義歯）第  4730号                徴収開始年月日：平成 6年 6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                                             300,000    300,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23,4346,5 永井歯科 〒133-0056 金属床による総義歯の提供

江戸川区南小岩六丁目２５番２３       （金属総義歯）第  4737号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    432

23,4348,1 小林歯科医院 〒134-0091 金属床による総義歯の提供
江戸川区船堀一丁目６番１８号       （金属総義歯）第  4738号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   411号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23,4352,3 堀内歯科医院 〒132-0033 金属床による総義歯の提供

江戸川区東小松川一丁目８番７号       （金属総義歯）第  4739号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
　ルミエール東小松川１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           200,000    200,000    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23,4356,4 金丸歯科クリニック 〒132-0025 金属床による総義歯の提供

江戸川区松江二丁目２８番２１号       （金属総義歯）第  4741号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23,4365,5 正田歯科医院 〒133-0044 金属床による総義歯の提供

江戸川区本一色一丁目１８番１０       （金属総義歯）第  4743号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23,4366,3 鈴木歯科医院 〒134-0091 金属床による総義歯の提供

江戸川区船堀二丁目１７番５号　       （金属総義歯）第  4744号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           250,000               
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23,4383,8 ニトリ歯科クリニック〒133-0057 金属床による総義歯の提供

江戸川区西小岩一丁目２７番１４       （金属総義歯）第  4749号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23,4386,1 たなか歯科医院 〒134-0083 金属床による総義歯の提供

江戸川区中葛西二丁目１番３１号       （金属総義歯）第  4751号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           210,000    210,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23,4389,5 安藤歯科医院 〒132-0024 金属床による総義歯の提供

江戸川区一之江八丁目１４番１号       （金属総義歯）第  4752号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
　一之江駅ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

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 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23,4394,5 伊東歯科クリニック 〒132-0015 金属床による総義歯の提供

江戸川区西瑞江二丁目３番地２　       （金属総義歯）第  4753号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
フロンティアビル３階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    433

23,4410,9 宮山歯科医院 〒132-0035 金属床による総義歯の提供
江戸川区平井五丁目１１番２号       （金属総義歯）第  4756号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23,4412,5 おさない歯科 〒132-0013 金属床による総義歯の提供

江戸川区江戸川一丁目４６番２号       （金属総義歯）第  4758号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23,4413,3 今井歯科医院 〒132-0021 金属床による総義歯の提供

江戸川区中央二丁目１８番１９号       （金属総義歯）第  4759号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
　信和マンション２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23,4414,1 高木歯科医院 〒133-0056 金属床による総義歯の提供

江戸川区南小岩四丁目９番７号       （金属総義歯）第  9725号                徴収開始年月日：平成24年 8月10日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           189,000    189,000    
          04:チタン                                             210,000    210,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23,4419,0 新井歯科医院 〒132-0035 金属床による総義歯の提供

江戸川区平井一丁目１０番１６号       （金属総義歯）第  4763号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23,4422,4 野田歯科医院 〒132-0031 金属床による総義歯の提供

江戸川区松島一丁目８番９号       （金属総義歯）第  4764号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23,4428,1 小串歯科医院 〒133-0061 金属床による総義歯の提供

江戸川区篠崎町四丁目３番地１２       （金属総義歯）第  4767号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23,4429,9 小岩デンタルクリニッ〒133-0057 金属床による総義歯の提供

ク 江戸川区西小岩一丁目２３番１３       （金属総義歯）第  4768号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
号　植草ビル３階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   213号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23,4432,3 石川デンタルクリニッ〒133-0057 金属床による総義歯の提供

ク 江戸川区西小岩五丁目１９番２号       （金属総義歯）第  4770号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23,4439,8 中川歯科医院 〒132-0013 金属床による総義歯の提供

江戸川区江戸川三丁目５５番地       （金属総義歯）第  4772号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    434

23,4440,6 西葛西杉井歯科クリニ〒134-0088 金属床による総義歯の提供
ック 江戸川区西葛西五丁目８番３号　       （金属総義歯）第  4773号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日

小島町二丁目団地三号棟１０２号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           273,000    273,000    
          04:チタン                                             325,500    325,500    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23,4443,0 瑞江歯科医院 〒132-0011 金属床による総義歯の提供

江戸川区瑞江二丁目１５番１５号       （金属総義歯）第  4775号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
　サニーブラスマンション１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23,4445,5 医療法人社団　司誠会〒134-0088 金属床による総義歯の提供

　タナカ歯科医院 江戸川区西葛西五丁目６番２１号       （金属総義歯）第  4776号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
　関口ビル２０１号２０２号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23,4451,3 医療法人社団　開成会〒134-0085 う蝕に罹患している患者の指導管理

　葛西南歯科医院 江戸川区南葛西四丁目１１番１０       （う蝕管理）第  1616号                  徴収開始年月日：平成 9年 6月 1日
号　ヨシタケビル１０１号           継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23,4452,1 医療法人社団　和信会〒133-0043 金属床による総義歯の提供

　ほりうち歯科医院 江戸川区松本一丁目３番８号       （金属総義歯）第  4779号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23,4456,2 アリスデンタルクリニ〒132-0023 金属床による総義歯の提供

ック 江戸川区西一之江三丁目３６番８       （金属総義歯）第  4780号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
号　ドミールアリス１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23,4463,8 関口歯科医院 〒134-0081 う蝕に罹患している患者の指導管理

江戸川区北葛西二丁目４番４号       （う蝕管理）第  1514号                  徴収開始年月日：平成 9年 5月26日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23,4470,3 朝比奈歯科クリニック〒132-0024 う蝕に罹患している患者の指導管理

江戸川区一之江三丁目２番地３５       （う蝕管理）第  1377号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23,4471,1 加瀬歯科医院 〒132-0035 う蝕に罹患している患者の指導管理

江戸川区平井六丁目２３番２１号       （う蝕管理）第  1507号                  徴収開始年月日：平成 9年 5月26日
　ステーブルマンション２階           継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23,4473,7 医療法人社団　三陽会〒133-0054 う蝕に罹患している患者の指導管理

　柏原歯科クリニック江戸川区上篠崎町三丁目１番地１       （う蝕管理）第   196号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
１           継続管理種類  　      価格

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    435

23,4474,5 医療法人社団　潤和会〒133-0073 金属床による総義歯の提供
　川本歯科医院 江戸川区鹿骨四丁目３２番４号　       （金属総義歯）第  4785号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日

マンション村山１階           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   325号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23,4476,0 医療法人社団　育仁会〒134-0083 金属床による総義歯の提供

　芦澤歯科診療所 江戸川区中葛西三丁目３３番１１       （金属総義歯）第  4787号                徴収開始年月日：平成 7年10月 2日
号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23,4481,0 西川歯科医院 〒133-0056 金属床による総義歯の提供

江戸川区南小岩八丁目１番１２号       （金属総義歯）第  4790号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23,4491,9 チバ歯科 〒133-0056 金属床による総義歯の提供

江戸川区南小岩八丁目１１番８号       （金属総義歯）第  4793号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23,4493,5 医療法人社団　朋成会〒132-0035 金属床による総義歯の提供

　平井駅前歯科 江戸川区平井五丁目２１番１２号       （金属総義歯）第  4794号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
　ベルモエースビル４階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          01:白金                                               525,000    525,000    
          02:金                                                 262,500    262,500    
          03:コバルト                                           231,000    231,000    
          04:チタン                                             315,000    315,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1471号                  徴収開始年月日：平成 9年 5月 2日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23,4494,3 医療法人社団　正光会〒134-0083 金属床による総義歯の提供

　小林歯科 江戸川区中葛西六丁目２番１号       （金属総義歯）第  4795号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23,4497,6 うめむら歯科医院 〒132-0025 金属床による総義歯の提供

江戸川区松江三丁目１１番８号       （金属総義歯）第  8931号                徴収開始年月日：平成18年 8月18日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           315,000    315,000    
                                金合金                          420,000    420,000    
                                白金加金                        420,000    420,000    
          04:チタン                                             630,000    630,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1039号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    436

23,4502,3 鶴岡歯科医院 〒133-0064 う蝕に罹患している患者の指導管理
江戸川区下篠崎町１２番１５号       （う蝕管理）第  1063号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日

          継続管理種類  　      価格
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23,4504,9 宮澤歯科医院 〒132-0021 金属床による総義歯の提供

江戸川区中央一丁目１４番５号       （金属総義歯）第  4798号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   561号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23,4506,4 初田歯科医院 〒132-0021 金属床による総義歯の提供

江戸川区中央一丁目３番７号　朝       （金属総義歯）第  4800号                徴収開始年月日：平成 7年 7月 1日
日生命ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23,4510,6 にしたに歯科医院 〒133-0065 金属床による総義歯の提供

江戸川区南篠崎町一丁目１３番地       （金属総義歯）第  4802号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
２２           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23,4514,8 医療法人社団　香川歯〒134-0083 金属床による総義歯の提供

科医院 江戸川区中葛西五丁目３６番１０       （金属総義歯）第  4804号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1430号                  徴収開始年月日：平成 9年 5月 9日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23,4517,1 西瑞江歯科診療所 〒134-0015 金属床による総義歯の提供

江戸川区西瑞江五丁目１４番地４       （金属総義歯）第  4805号                徴収開始年月日：平成 6年 7月 1日
９           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           210,000    210,000    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23,4518,9 遠藤歯科クリニック 〒132-0031 金属床による総義歯の提供

江戸川区松島四丁目２１番１２号       （金属総義歯）第  4806号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23,4519,7 おんだ歯科医院 〒133-0061 金属床による総義歯の提供

江戸川区篠崎町二丁目６番１号　       （金属総義歯）第  4807号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
クサナギビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23,4520,5 金沢歯科 〒134-0088 金属床による総義歯の提供

江戸川区西葛西六丁目２４番８号       （金属総義歯）第  4808号                徴収開始年月日：平成 6年12月 1日
　尚伸ビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    437

23,4522,1 中小岩歯科 〒133-0051 金属床による総義歯の提供
江戸川区北小岩五丁目５番１９号       （金属総義歯）第  4810号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
　原田ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23,4524,7 熊川歯科医院 〒133-0073 金属床による総義歯の提供

江戸川区鹿骨一丁目２７番１２号       （金属総義歯）第  4811号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23,4525,4 といし歯科医院 〒132-0013 金属床による総義歯の提供

江戸川区江戸川二丁目３８番地５       （金属総義歯）第  4812号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23,4527,0 あきやま歯科医院 〒134-0084 金属床による総義歯の提供

江戸川区東葛西四丁目１番４号       （金属総義歯）第  4813号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   887号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23,4532,0 エスカイア歯科医院 〒133-0051 金属床による総義歯の提供

江戸川区北小岩六丁目１０番１号       （金属総義歯）第  4816号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
　第二エスカイアマンション２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23,4533,8 さかうえ歯科医院 〒134-0081 金属床による総義歯の提供

江戸川区北葛西一丁目２１番１４       （金属総義歯）第  4817号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1170号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23,4539,5 田中歯科医院 〒134-0085 金属床による総義歯の提供

江戸川区南葛西三丁目２４番１９       （金属総義歯）第  4821号                徴収開始年月日：平成 7年 4月 1日
号　第二佐米ビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23,4547,8 医療法人社団　舜歯会〒133-0061 金属床による総義歯の提供

　髙野ビル歯科医院 江戸川区篠崎町四丁目１１番地１       （金属総義歯）第  4823号                徴収開始年月日：平成 6年12月 1日
６           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23,4564,3 西葛西歯科医院 〒134-0088 金属床による総義歯の提供

江戸川区西葛西五丁目１１番４号       （金属総義歯）第  6841号                徴収開始年月日：平成 9年10月 1日
　２０１           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23,4569,2 医療法人社団　国誠会〒134-0091 金属床による総義歯の提供

　田中歯科クリニック江戸川区船堀五丁目２番２３号       （金属総義歯）第  6374号                徴収開始年月日：平成 8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    



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    438

23,4572,6 野田歯科医院 〒133-0057 金属床による総義歯の提供
江戸川区西小岩四丁目１３番２０       （金属総義歯）第  6131号                徴収開始年月日：平成 8年 5月 1日
号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23,4573,4 医療法人社団　弘陽会〒134-0003 金属床による総義歯の提供

　飯田歯科医院 江戸川区春江町五丁目３１番９号       （金属総義歯）第  6376号                徴収開始年月日：平成 8年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23,4575,9 篠崎歯科医院 〒133-0056 金属床による総義歯の提供

江戸川区南小岩七丁目９番７号       （金属総義歯）第  6413号                徴収開始年月日：平成 8年 7月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23,4576,7 おさだ歯科医院 〒132-0031 金属床による総義歯の提供

江戸川区松島三丁目６番４号       （金属総義歯）第  6453号                徴収開始年月日：平成 8年10月14日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   439号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23,4579,1 はが歯科医院 〒132-0025 金属床による総義歯の提供

江戸川区松江一丁目１５番１６号       （金属総義歯）第  6529号                徴収開始年月日：平成 8年12月 1日
　マルエツ松江店３階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1382号                  徴収開始年月日：平成 9年 5月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23,4588,2 中葛西歯科・矯正歯科〒134-0083 金属床による総義歯の提供

江戸川区中葛西五丁目１３番５号       （金属総義歯）第  6624号                徴収開始年月日：平成 9年 4月 8日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23,4589,0 野村歯科医院 〒133-0051 金属床による総義歯の提供

江戸川区北小岩五丁目３１番３号       （金属総義歯）第  6681号                徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1345号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23,4596,5 玉城歯科医院 〒133-0052 金属床による総義歯の提供

江戸川区東小岩六丁目１７番１７       （金属総義歯）第  6741号                徴収開始年月日：平成 9年 3月23日
号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           283,500    283,500    
          04:チタン                                             388,500    388,500    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1571号                  徴収開始年月日：平成 9年 6月 9日
          継続管理種類  　      価格

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    439

23,4600,5 医療法人社団　皓信会〒132-0034 金属床による総義歯の提供
　矢口歯科医院 江戸川区小松川三丁目１０番３号       （金属総義歯）第  6842号                徴収開始年月日：平成 9年 9月 1日

　１０５           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           262,500    262,500    
          04:チタン                                             367,500    367,500    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23,4601,3 大西デンタルオフィス〒134-0084 う蝕に罹患している患者の指導管理

江戸川区東葛西六丁目２番８号       （う蝕管理）第  1903号                  徴収開始年月日：平成10年11月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      3,150          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23,4602,1 さかい歯科医院 〒134-0091 金属床による総義歯の提供

江戸川区船堀一丁目４番１３号　       （金属総義歯）第  6887号                徴収開始年月日：平成 9年11月25日
シャンサール船堀２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1695号                  徴収開始年月日：平成 9年11月 4日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23,4603,9 サトウ歯科医院 〒133-0051 金属床による総義歯の提供

江戸川区北小岩六丁目１１番９号       （金属総義歯）第  6888号                徴収開始年月日：平成 9年12月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23,4605,4 小笠原歯科クリニック〒134-0013 金属床による総義歯の提供

江戸川区江戸川六丁目３１番２８       （金属総義歯）第  6922号                徴収開始年月日：平成10年 1月10日
号　大和コーポ１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1732号                  徴収開始年月日：平成10年 1月10日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23,4608,8 岡本歯科医院 〒133-0051 金属床による総義歯の提供

江戸川区北小岩二丁目８番１６号       （金属総義歯）第  6980号                徴収開始年月日：平成10年 2月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           200,000    200,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1761号                  徴収開始年月日：平成10年 2月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23,4613,8 川口歯科医院 〒132-0035 金属床による総義歯の提供

江戸川区平井四丁目１６番６号　       （金属総義歯）第  7006号                徴収開始年月日：平成10年 3月 1日
川口ビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23,4617,9 森島歯科医院 〒134-0088 金属床による総義歯の提供

江戸川区西葛西三丁目６番３号　       （金属総義歯）第  7068号                徴収開始年月日：平成10年 5月 8日
シェモア西葛西１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1820号                  徴収開始年月日：平成10年 5月 8日
          継続管理種類  　      価格



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    440

23,4620,3 内田歯科医院 〒133-0041 金属床による総義歯の提供
江戸川区上一色二丁目６番２２号       （金属総義歯）第  7105号                徴収開始年月日：平成10年 6月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23,4622,9 鹿野歯科医院 〒133-0051 金属床による総義歯の提供

江戸川区北小岩二丁目１３番６号       （金属総義歯）第  7107号                徴収開始年月日：平成10年 5月16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  1858号                  徴収開始年月日：平成10年 5月16日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23,4631,0 ユウ歯科クリニック 〒134-0088 金属床による総義歯の提供

江戸川区西葛西三丁目３番１号　       （金属総義歯）第  7270号                徴収開始年月日：平成11年 1月 1日
第３ウツイビル１０５号室           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1935号                  徴収開始年月日：平成11年 1月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23,4633,6 鮫島歯科医院 〒132-0035 金属床による総義歯の提供

江戸川区平井四丁目３番７号       （金属総義歯）第  7272号                徴収開始年月日：平成10年12月21日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23,4635,1 医療法人社団　青葉済〒132-0011 金属床による総義歯の提供

生会　坂梨歯科クリニ江戸川区瑞江二丁目２番３号　第       （金属総義歯）第  7317号                徴収開始年月日：平成11年 3月 1日
ック ２ストークビル４階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1973号                  徴収開始年月日：平成11年 3月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23,4641,9 にしだ歯科医院 〒133-0061 金属床による総義歯の提供

江戸川区篠崎町七丁目２５番１２       （金属総義歯）第  7368号                徴収開始年月日：平成11年 6月 3日
号　プルミエール篠崎１階Ｂ号室           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2007号                  徴収開始年月日：平成11年 6月 3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          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23,4643,5 わたなべ歯科 〒132-0035 金属床による総義歯の提供

江戸川区平井三丁目２５番１１号       （金属総義歯）第  7370号                徴収開始年月日：平成11年 6月 1日
　ＣＭＣビル３階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    441

23,4647,6 宝田歯科医院 〒133-0051 金属床による総義歯の提供
江戸川区北小岩二丁目１２番８号       （金属総義歯）第  7432号                徴収開始年月日：平成11年 6月26日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          04:チタン                                             262,500    262,500    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2038号                  徴収開始年月日：平成11年 6月26日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23,4649,2 にしむらデンタルクリ〒132-0024 金属床による総義歯の提供

ニック 江戸川区一之江八丁目１９番６号       （金属総義歯）第  7474号                徴収開始年月日：平成11年 9月 2日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2058号                  徴収開始年月日：平成11年 9月 2日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23,4662,5 ふくら歯科医院 〒134-0091 金属床による総義歯の提供

江戸川区船堀四丁目６番６号　ロ       （金属総義歯）第  7616号                徴収開始年月日：平成12年 4月 1日
ートフィオーレ２０３号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2135号                  徴収開始年月日：平成12年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23,4663,3 あだち歯科医院 〒132-0024 金属床による総義歯の提供

江戸川区一之江二丁目５番１５号       （金属総義歯）第  7654号                徴収開始年月日：平成12年 5月15日
　コットンパン１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23,4666,6 ながしま歯科クリニッ〒133-0052 金属床による総義歯の提供

ク 江戸川区東小岩二丁目４番１０号       （金属総義歯）第  7655号                徴収開始年月日：平成12年 5月25日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2183号                  徴収開始年月日：平成12年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23,4675,7 いとう歯科医院 〒134-0084 金属床による総義歯の提供

江戸川区東葛西五丁目２７番１号       （金属総義歯）第  7803号                徴収開始年月日：平成12年10月 2日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2292号                  徴収開始年月日：平成12年10月 2日
          継続管理種類  　      価格

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    442

23,4678,1 医療法人社団　スマイ〒133-0061 金属床による総義歯の提供
ル会　ふかさわ歯科ク江戸川区篠崎町七丁目２７番２３       （金属総義歯）第  7806号                徴収開始年月日：平成12年10月 1日
リニック 号　ＩＳＩビル３０３           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          01:白金                                               411,600    411,600    
          02:金                                                 411,600    411,600    
          03:コバルト                                           286,650    286,650    
          04:チタン                                             411,600    411,600    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2294号                  徴収開始年月日：平成12年10月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23,4682,3 柿崎歯科医院 〒134-0091 金属床による総義歯の提供

江戸川区船堀四丁目３番７号       （金属総義歯）第  8073号                徴収開始年月日：平成13年 3月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23,4683,1 岡歯科医院 〒134-0082 金属床による総義歯の提供

江戸川区宇喜田町２０７番地１５       （金属総義歯）第  7863号                徴収開始年月日：平成13年 2月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23,4714,4 医療法人社団　朋優会〒134-0084 金属床による総義歯の提供

　リバーサイド歯科ク江戸川区東葛西九丁目３番３号　       （金属総義歯）第  7958号                徴収開始年月日：平成13年 8月 7日
リニック イトーヨーカ堂葛西店２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           400,000    400,000    
          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  2368号                  徴収開始年月日：平成13年 8月 7日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23,4717,7 川瀬歯科医院 〒134-0083 う蝕に罹患している患者の指導管理

江戸川区中葛西五丁目４２番３号       （う蝕管理）第  2372号                  徴収開始年月日：平成13年 9月 1日
　ソレイユプラザ３０１号           継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23,4719,3 落合歯科医院 〒133-0057 金属床による総義歯の提供

江戸川区西小岩五丁目１番２号       （金属総義歯）第  7972号                徴収開始年月日：平成13年 8月28日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           300,000    300,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23,4721,9 小林歯科クリニック 〒132-0014 金属床による総義歯の提供

江戸川区東瑞江一丁目３５番６号       （金属総義歯）第  7980号                徴収開始年月日：平成13年10月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23,4730,0 有坂歯科医院 〒134-0084 金属床による総義歯の提供

江戸川区東葛西一丁目４４番１２       （金属総義歯）第  8059号                徴収開始年月日：平成14年 3月 8日
号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2416号                  徴収開始年月日：平成14年 2月 1日
          継続管理種類  　      価格



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    443

23,4731,8 医療法人社団　茜遥会〒133-0051 金属床による総義歯の提供
　みやび歯科 江戸川区北小岩四丁目１２番３号       （金属総義歯）第  8071号                徴収開始年月日：平成14年 3月25日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2422号                  徴収開始年月日：平成14年 3月25日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23,4732,6 医療法人社団　英和２〒134-0085 金属床による総義歯の提供

１　オカトミ歯科 江戸川区南葛西一丁目１３番９号       （金属総義歯）第  8090号                徴収開始年月日：平成14年 4月10日
　クレセントハイツ２０１号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23,4736,7 暁歯科医院 〒133-0057 金属床による総義歯の提供

江戸川区西小岩三丁目３４番１３       （金属総義歯）第  8124号                徴収開始年月日：平成14年 6月 1日
号           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  2452号                  徴収開始年月日：平成14年 6月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23,4737,5 医療法人社団　健英会〒133-0065 金属床による総義歯の提供

　瑞江デンタルクリニ江戸川区南篠崎町二丁目１０番１       （金属総義歯）第  8148号                徴収開始年月日：平成14年 7月30日
ック １号　１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2461号                  徴収開始年月日：平成14年 7月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23,4745,8 一之江駅前歯科クリニ〒132-0024 金属床による総義歯の提供

ック 江戸川区一之江八丁目１５番地１       （金属総義歯）第  8210号                徴収開始年月日：平成14年12月 1日
６　クリアイースト１０２           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23,4747,4 石川歯科 〒132-0024 金属床による総義歯の提供

江戸川区一之江七丁目３５番２２       （金属総義歯）第  8227号                徴収開始年月日：平成14年12月 1日
号　一富ビルディング３階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           262,500               
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23,4748,2 こまざわ歯科医院 〒134-0084 金属床による総義歯の提供

江戸川区東葛西六丁目２５番３号       （金属総義歯）第  8230号                徴収開始年月日：平成14年12月26日
　フローラル東葛西１０　１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                                      250,000    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23,4749,0 広瀬歯科医院 〒132-0031 金属床による総義歯の提供

江戸川区松島三丁目３４番３号       （金属総義歯）第  8712号                徴収開始年月日：平成17年 7月27日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    444

23,4752,4 さくやま歯科医院 〒132-0024 金属床による総義歯の提供
江戸川区一之江五丁目２番地１３       （金属総義歯）第  8253号                徴収開始年月日：平成15年 4月 1日
　グレーヌメゾン１０１号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          01:白金                                               360,000    360,000    
          03:コバルト                                           240,000    240,000    
          04:チタン                                             360,000    360,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2502号                  徴収開始年月日：平成15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      3,100          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23,4758,1 大津歯科医院 〒133-0073 金属床による総義歯の提供

江戸川区鹿骨三丁目１７番地１　       （金属総義歯）第  8313号                徴収開始年月日：平成15年 7月23日
キャッスル梨本１０１           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23,4774,8 たなべ歯科クリニック〒132-0035 金属床による総義歯の提供

江戸川区平井四丁目１４番４号       （金属総義歯）第  8525号                徴収開始年月日：平成16年 5月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          04:チタン                                             300,000               

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23,4783,9 倉田歯科医院 〒132-0035 金属床による総義歯の提供

江戸川区平井四丁目１１番１０号       （金属総義歯）第  8587号                徴収開始年月日：平成17年 1月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          04:チタン                                             250,000    250,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23,4785,4 上歯科医院 〒133-0057 金属床による総義歯の提供

江戸川区西小岩三丁目１２番１８       （金属総義歯）第  8613号                徴収開始年月日：平成17年 2月 1日
号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23,4786,2 五十嵐デンタルクリニ〒132-0003 う蝕に罹患している患者の指導管理

ック 江戸川区春江町二丁目３６番地１       （う蝕管理）第  2731号                  徴収開始年月日：平成17年 4月 1日
３           継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23,4788,8 こばやし歯科クリニッ〒132-0021 金属床による総義歯の提供

ク 江戸川区中央四丁目１１番８号　       （金属総義歯）第  8635号                徴収開始年月日：平成17年 5月 1日
４階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           365,000    365,000    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23,4791,2 大杉中央歯科 〒132-0021 金属床による総義歯の提供

江戸川区中央二丁目１５番１０号       （金属総義歯）第  8893号                徴収開始年月日：平成18年 6月20日
　関口ビル１０２号室           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2891号                  徴収開始年月日：平成18年 6月20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          



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    445

23,4797,9 小岩駅前歯科 〒133-0056 金属床による総義歯の提供
江戸川区南小岩七丁目２７番７号       （金属総義歯）第  8718号                徴収開始年月日：平成17年 8月 5日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           262,500    262,500    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2780号                  徴収開始年月日：平成17年 8月 5日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23,4801,9 医療法人社団　優輝会〒133-0065 金属床による総義歯の提供

　小沢歯科クリニック江戸川区南篠崎町二丁目３７番地       （金属総義歯）第  8758号                徴収開始年月日：平成17年10月 1日
１２           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          01:白金                                               190,000    190,000    
          02:金                                                 200,000    200,000    
          03:コバルト                                           210,000    210,000    
          04:チタン                                             220,000    220,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23,4803,5 和田歯科医院 〒134-0084 金属床による総義歯の提供

江戸川区東葛西二丁目５番３号　       （金属総義歯）第  8808号                徴収開始年月日：平成18年 3月 1日
メゾン佐久間１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23,4815,9 かわはら歯科クリニッ〒133-0057 金属床による総義歯の提供

ク 江戸川区西小岩四丁目４番４号       （金属総義歯）第  9953号                徴収開始年月日：平成27年10月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           237,600    237,600    
          04:チタン                                             270,000    270,000    
          01:白金                                               378,000    378,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2881号                  徴収開始年月日：平成18年 6月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,000          
          02:小窩裂溝填塞      1,500          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23,4817,5 ヨシノ歯科クリニック〒132-0031 金属床による総義歯の提供

江戸川区松島三丁目３６番７号       （金属総義歯）第  8885号                徴収開始年月日：平成18年 4月24日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           315,000    315,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2885号                  徴収開始年月日：平成18年 4月24日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,000          
          02:小窩裂溝填塞      1,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23,4820,9 清砂通り歯科医院 〒134-0084 金属床による総義歯の提供

江戸川区東葛西七丁目４番４号       （金属総義歯）第  8916号                徴収開始年月日：平成18年 8月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    446

23,4829,0 大森歯科医院 〒133-0065 金属床による総義歯の提供
江戸川区南篠崎町一丁目２７番地       （金属総義歯）第  8989号                徴収開始年月日：平成18年12月 1日
３           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           200,000    200,000    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23,4845,6 そら歯科医院 〒132-0011 金属床による総義歯の提供

江戸川区瑞江一丁目２５番１号　       （金属総義歯）第  9168号                徴収開始年月日：平成19年11月 1日
２０１           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           350,000    350,000    
          04:チタン                                             500,000    500,000    
                                タイユニウム                    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  3072号                  徴収開始年月日：平成19年11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      2,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23,4851,4 鈴木歯科医院 〒134-0088 金属床による総義歯の提供

江戸川区西葛西六丁目２３番１３       （金属総義歯）第  9206号                徴収開始年月日：平成20年 1月 1日
号　ＳＡＫＵＲＡ．ＢＬＤ１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          04:チタン                                             400,000    400,000    
          02:金                                                 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  3105号                  徴収開始年月日：平成20年 1月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      2,000          
          02:小窩裂溝填塞      1,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23,4852,2 斉藤歯科医院 〒133-0051 金属床による総義歯の提供

江戸川区北小岩六丁目１１番２号       （金属総義歯）第  9225号                徴収開始年月日：平成19年12月 3日
　エールプラザ京成小岩２階           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  3110号                  徴収開始年月日：平成19年12月 3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          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23,4855,5 医療法人社団　光潤会〒134-0088 金属床による総義歯の提供

　ハタデンタルクリニ江戸川区西葛西七丁目３番２号　       （金属総義歯）第  9261号                徴収開始年月日：平成20年 3月 1日
ック ハタビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           250,000    250,000    
          02:金                                                 300,000    300,000    
          04:チタン                                             400,000    400,000    

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    447

23,4865,4 せき歯科医院 〒134-0084 予約に基づく診察
江戸川区東葛西五丁目１３番１３       （予約診察）第   396号                  徴収開始年月日：平成25年 7月 1日
号　フローラル東葛西Ⅱ２０１号           診療科      予約料     予約料     予約料     予約料     予約料
室           51:歯        3,150                                              

          52:矯歯      3,150                                              
          53:小歯      3,150                                              
          54:歯外      3,150                                              

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23,4874,6 山本歯科医院 〒132-0033 う蝕に罹患している患者の指導管理

江戸川区東小松川三丁目３７番１       （う蝕管理）第  3198号                  徴収開始年月日：平成20年12月 8日
１号           継続管理種類  　      価格

          01:フッ化物局所      1,050          
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23,4876,1 キラキラ星歯科 〒132-0031 金属床による総義歯の提供

江戸川区松島一丁目４１番１８号       （金属総義歯）第  9382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
          03:コバルト                                           262,500    262,500    
          04:チタン                                             315,000    315,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  3206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      1,050          
          02:小窩裂溝填塞      1,050          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23,4883,7 滝田歯科医院 〒132-0023 金属床による総義歯の提供

江戸川区西一之江四丁目９番３５       （金属総義歯）第  9399号                徴収開始年月日：平成21年 2月18日
号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           210,000    210,000    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23,4884,5 おおもり歯科医院 〒132-0023 金属床による総義歯の提供

江戸川区西一之江三丁目３４番１       （金属総義歯）第  9402号                徴収開始年月日：平成21年 6月 1日
９号           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  3222号                  徴収開始年月日：平成21年 6月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,000          
          02:小窩裂溝填塞        500          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23,4927,2 須賀歯科クリニック 〒132-0014 金属床による総義歯の提供

江戸川区東瑞江三丁目１０番５号       （金属総義歯）第  9605号                徴収開始年月日：平成23年 6月 1日
　１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          01:白金                                               620,000    620,000    
          04:チタン                                             350,000    350,000    
          03:コバルト                                           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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    448

23,4935,5 医療法人社団　ティー〒134-0088 う蝕に罹患している患者の指導管理
スガーデン　スマイル江戸川区西葛西三丁目２２番２１       （う蝕管理）第  3377号                  徴収開始年月日：平成23年10月 1日
デンタルクリニック 号　ＫＹＵビル１階           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          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23,4944,7 医療法人社団　伸治歯〒133-0052 金属床による総義歯の提供

整会　新井歯科 江戸川区東小岩一丁目４番４号       （金属総義歯）第  9698号                徴収開始年月日：平成24年 5月18日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           280,000    280,000    
          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  3411号                  徴収開始年月日：平成24年 5月18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          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23,4948,8 矢作歯科 〒132-0025 金属床による総義歯の提供

江戸川区松江四丁目１６番７号       （金属総義歯）第  9705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
          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  3415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      2,000          
          02:小窩裂溝填塞      1,500          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23,4953,8 医療法人社団　エンジ〒132-0035 う蝕に罹患している患者の指導管理

ェリックスマイル会　江戸川区平井一丁目５番１４号       （う蝕管理）第  3435号                  徴収開始年月日：平成24年10月 1日
ポニー小児歯科クリニ           継続管理種類  　      価格
ック           01:フッ化物局所      3,000          

          02:小窩裂溝填塞      1,500          
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23,4981,9 医療法人社団　新芽会〒134-0085 金属床による総義歯の提供

　葛西ベイサイド歯科江戸川区南葛西五丁目３番６号　       （金属総義歯）第  9862号                徴収開始年月日：平成26年 4月 2日
医院 コーシャハイム南葛西五丁目６－           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

１０４号           03:コバルト                                           270,000    270,000    
          04:チタン                                             540,000    540,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  3487号                  徴収開始年月日：平成26年 4月 2日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所        500          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23,8037,6 ふたわ歯科クリニック〒133-0057 う蝕に罹患している患者の指導管理

江戸川区西小岩一丁目１３番２０       （う蝕管理）第  3559号                  徴収開始年月日：平成30年 2月 1日
号　フェリシダ・キクチ１階           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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    449

24,4077,4 中央歯科 〒190-1221 金属床による総義歯の提供
西多摩郡瑞穂町箱根ヶ崎２２４２       （金属総義歯）第  4835号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
番地           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           170,000               
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24,4095,6 森田歯科医院 〒190-0182 金属床による総義歯の提供

西多摩郡日の出町平井２０６９番       （金属総義歯）第  4837号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
地２           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24,4100,4 青松歯科医院 〒190-1221 金属床による総義歯の提供

西多摩郡瑞穂町箱根ケ崎２３６７       （金属総義歯）第  4838号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 3日
番地１           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           350,000               
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24,4114,5 山岸歯科医院 〒190-1224 金属床による総義歯の提供

西多摩郡瑞穂町南平二丁目４番地       （金属総義歯）第  4840号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
１１           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24,4121,0 医療法人社団　光明歯〒190-0182 金属床による総義歯の提供

会　三吉野歯科医院 西多摩郡日の出町平井７４６番地       （金属総義歯）第  4842号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24,4128,5 医療法人社団　緑成会〒198-0105 金属床による総義歯の提供

　古里歯科診療所 西多摩郡奥多摩町小丹波４９１番       （金属総義歯）第  6286号                徴収開始年月日：平成 8年 6月 1日
地４           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24,4129,3 糠信新青梅歯科クリニ〒190-1213 金属床による総義歯の提供

ック 西多摩郡瑞穂町武蔵３３番地１　       （金属総義歯）第  6454号                徴収開始年月日：平成 8年 8月 1日
高橋マンション１階店舗           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   712号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24,4133,5 きら歯科クリニック 〒190-1221 金属床による総義歯の提供

西多摩郡瑞穂町箱根ケ崎１３７番       （金属総義歯）第  7684号                徴収開始年月日：平成12年 6月 1日
地           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2362号                  徴収開始年月日：平成13年 7月25日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24,4134,3 殿ヶ谷歯科医院 〒190-1212 金属床による総義歯の提供

西多摩郡瑞穂町殿ヶ谷９０６番地       （金属総義歯）第  7776号                徴収開始年月日：平成12年 9月 1日
１１           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    450

27,4018,1 養歯歯科金子医院 〒189-0023 金属床による総義歯の提供
東村山市美住町一丁目８番地２３       （金属総義歯）第  4849号                徴収開始年月日：平成 6年 6月23日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          04:チタン                                             320,000    320,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27,4042,1 阿部歯科医院 〒189-0014 金属床による総義歯の提供

東村山市本町四丁目３番地３       （金属総義歯）第  4862号                徴収開始年月日：平成 6年 8月 9日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27,4049,6 高橋歯科医院 〒189-0013 金属床による総義歯の提供

東村山市栄町二丁目１９番地２７       （金属総義歯）第  4867号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27,4052,0 公園歯科 〒189-0026 金属床による総義歯の提供

東村山市多摩湖町二丁目２１番地       （金属総義歯）第  9556号                徴収開始年月日：平成22年12月22日
９           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           250,000    250,000    
          04:チタン                                             280,000    280,000    
          02:金                                                 400,000    380,000    
          01:白金                                               450,000    430,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27,4055,3 いなかず歯科 〒189-0014 金属床による総義歯の提供

東村山市本町一丁目１３番地１９       （金属総義歯）第  4871号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27,4063,7 笠井歯科医院 〒189-0002 金属床による総義歯の提供

東村山市青葉町二丁目２番地１　       （金属総義歯）第  4874号                徴収開始年月日：平成 6年 6月27日
山藤ビル２０２号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27,4067,8 薄葉歯科医院 〒189-0014 金属床による総義歯の提供

東村山市本町二丁目１７番地１       （金属総義歯）第  4877号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27,4070,2 田歯科クリニック 〒189-0012 金属床による総義歯の提供

東村山市萩山町四丁目１２番地３       （金属総義歯）第  4878号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
０           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

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 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27,4071,0 多摩湖歯科医院 〒189-0026 金属床による総義歯の提供

東村山市多摩湖町一丁目２番地１       （金属総義歯）第  4879号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 8日
６           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27,4077,7 いとう歯科医院 〒189-0001 金属床による総義歯の提供

東村山市秋津町五丁目８番地３　       （金属総義歯）第  4882号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 6日
光田ハイツ１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    451

27,4078,5 はしもと歯科クリニッ〒189-0013 金属床による総義歯の提供
ク 東村山市栄町二丁目４０番地２１       （金属総義歯）第  4883号                徴収開始年月日：平成 6年 6月27日

　山田ビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27,4084,3 こにし歯科医院 〒189-0013 金属床による総義歯の提供

東村山市栄町二丁目２１番地１２       （金属総義歯）第  4886号                徴収開始年月日：平成 6年 6月17日
　武蔵第二ビル３階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27,4086,8 医療法人社団　天真会〒189-0013 金属床による総義歯の提供

　渡辺歯科 東村山市栄町二丁目８番地　丸鈴       （金属総義歯）第  4888号                徴収開始年月日：平成 6年 6月15日
ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27,4094,2 原歯科医院 〒189-0013 金属床による総義歯の提供

東村山市栄町二丁目２２番地９       （金属総義歯）第  4894号                徴収開始年月日：平成 6年 6月16日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27,4095,9 森崎歯科医院 〒189-0001 金属床による総義歯の提供

東村山市秋津町五丁目２４番地４       （金属総義歯）第  4895号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27,4100,7 こいで歯科医院 〒189-0013 金属床による総義歯の提供

東村山市栄町二丁目３７番地８　       （金属総義歯）第  4897号                徴収開始年月日：平成 7年 5月 1日
都営東村山栄町第４アパート１０           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
２

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27,4106,4 中田歯科医院 〒189-0022 金属床による総義歯の提供

東村山市野口町二丁目４番地３５       （金属総義歯）第  6132号                徴収開始年月日：平成 8年 5月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27,4107,2 医療法人社団　健支会〒189-0014 う蝕に罹患している患者の指導管理

　荒井歯科医院 東村山市本町二丁目２０番２７号       （う蝕管理）第  1567号                  徴収開始年月日：平成 9年 7月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27,4108,0 医療法人社団　誠友会〒189-0001 金属床による総義歯の提供

　共立歯科医院 東村山市秋津町五丁目２５番地１       （金属総義歯）第  6376号                徴収開始年月日：平成 8年 6月 1日
３　新秋津ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27,4109,8 小林歯科診療室 〒189-0013 う蝕に罹患している患者の指導管理

東村山市栄町一丁目１１番１１号       （う蝕管理）第  1384号                  徴収開始年月日：平成 9年 5月 2日
　ヴァンベール１階           継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27,4112,2 医療法人社団　希望会〒189-0011 金属床による総義歯の提供

　さかえ歯科医院 東村山市恩多町三丁目３７番地３       （金属総義歯）第  6685号                徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
３号　高橋ビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1435号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    452

27,4119,7 医療法人社団　康芳会〒189-0001 金属床による総義歯の提供
　鈴木歯科医院 東村山市秋津町五丁目３６番地３       （金属総義歯）第  7518号                徴収開始年月日：平成11年10月 1日

８           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2087号                  徴収開始年月日：平成11年11月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27,4125,4 みつる歯科 〒189-0014 金属床による総義歯の提供

東村山市本町二丁目４番地８２　       （金属総義歯）第  7807号                徴収開始年月日：平成12年11月 1日
シャルムコート東村山ステーショ           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
ンパレス２０２ う蝕に罹患している患者の指導管理

      （う蝕管理）第  2295号                  徴収開始年月日：平成12年11月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所        525          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27,4130,4 荒川歯科医院 〒189-0001 金属床による総義歯の提供

東村山市秋津町三丁目４４番地１       （金属総義歯）第  8040号                徴収開始年月日：平成14年 2月 1日
７　２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27,4132,0 池田デンタルクリニッ〒189-0013 金属床による総義歯の提供

ク 東村山市栄町三丁目１０番地１５       （金属総義歯）第  8246号                徴収開始年月日：平成15年 3月18日
　グランフォルム郷１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2499号                  徴収開始年月日：平成15年 3月18日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27,4134,6 山口歯科医院 〒189-0022 金属床による総義歯の提供

東村山市野口町一丁目１７番地７       （金属総義歯）第  8242号                徴収開始年月日：平成15年 1月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2496号                  徴収開始年月日：平成15年 1月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27,4140,3 医療法人社団　歯雄会〒189-0013 金属床による総義歯の提供

　久米川歯科 東村山市栄町二丁目１０番地１８       （金属総義歯）第  8919号                徴収開始年月日：平成18年 6月 1日
　今井第２ビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27,4142,9 医療法人社団　清浩会〒189-0014 金属床による総義歯の提供

　さくら歯科クリニッ東村山市本町二丁目３番地７９　       （金属総義歯）第  8961号                徴収開始年月日：平成18年 9月11日
ク ミネルバビル３階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           315,000    315,000    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    453

27,4147,8 城所歯科診療所 〒189-0012 金属床による総義歯の提供
東村山市萩山町四丁目１番地１２       （金属総義歯）第  9128号                徴収開始年月日：平成19年 6月29日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          02:金                                                 600,000    600,000    
          04:チタン                                             350,000    350,000    
                                バイタリウム                    250,000    250,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27,4156,9 医療法人社団　宗伸会〒189-0013 金属床による総義歯の提供

　辻歯科医院 東村山市栄町二丁目９番地３２　       （金属総義歯）第  9479号                徴収開始年月日：平成22年 2月 1日
晃正プラザ４０１号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           300,000    300,000    
          04:チタン                                             350,000    350,000    
          02:金                                                 500,000    500,000    
                                プラチナ                        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  3280号                  徴収開始年月日：平成22年 2月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      2,000          
          02:小窩裂溝填塞      2,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28,4028,8 石井歯科医院 〒198-0084 金属床による総義歯の提供

青梅市住江町４９番地１２       （金属総義歯）第  4898号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28,4044,5 池田歯科医院 〒198-0042 金属床による総義歯の提供

青梅市東青梅二丁目２０番地２６       （金属総義歯）第  4901号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 9日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28,4051,0 上田歯科医院 〒198-0036 金属床による総義歯の提供

青梅市河辺町四丁目２１番地２       （金属総義歯）第  4903号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28,4055,1 根岸歯科医院 〒198-0083 金属床による総義歯の提供

青梅市本町１３１番地１　根岸ビ       （金属総義歯）第  9963号                徴収開始年月日：平成28年 8月19日
ル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          01:白金                                               450,000    450,000    
          02:金                                                 430,000    430,000    
          03:コバルト                                           200,000    200,000    
          04:チタン                                             280,000    280,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1663号                  徴収開始年月日：平成 9年 9月 3日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28,4061,9 足立歯科 〒198-0042 金属床による総義歯の提供

青梅市東青梅二丁目１４番地１２       （金属総義歯）第  4905号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    454

28,4062,7 荻野歯科三ッ原診療所〒198-0022 金属床による総義歯の提供
青梅市藤橋三丁目９番地７       （金属総義歯）第  4906号                徴収開始年月日：平成 6年 8月 9日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28,4069,2 鈴木歯科医院 〒198-0063 金属床による総義歯の提供

青梅市梅郷六丁目１２２６番地       （金属総義歯）第  4910号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28,4071,8 三井歯科医院 〒198-0042 金属床による総義歯の提供

青梅市東青梅五丁目２０番地１０       （金属総義歯）第  4911号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          04:チタン                                             300,000    350,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28,4074,2 山中歯科医院 〒198-0042 金属床による総義歯の提供

青梅市東青梅一丁目９番地８       （金属総義歯）第  4912号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 7日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28,4075,9 山崎歯科医院 〒198-0044 金属床による総義歯の提供

青梅市西分町二丁目８５番地       （金属総義歯）第  4913号                徴収開始年月日：平成 6年12月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28,4078,3 やまだ歯科医院 〒198-0043 金属床による総義歯の提供

青梅市千ヶ瀬町三丁目４０３番地       （金属総義歯）第  9502号                徴収開始年月日：平成22年 7月14日
３　ハシモトビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           210,000    210,000    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28,4081,7 清原歯科医院 〒198-0031 金属床による総義歯の提供

青梅市師岡町三丁目１９番地８　       （金属総義歯）第  4917号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
ヴィレッジ青梅１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28,4087,4 関口歯科医院 〒198-0032 金属床による総義歯の提供

青梅市野上町四丁目１番地４　浜       （金属総義歯）第  4918号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
中ビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28,4089,0 かすみ台歯科医院 〒198-0032 金属床による総義歯の提供

青梅市野上町三丁目４番地１３　       （金属総義歯）第  4919号                徴収開始年月日：平成 6年 9月 2日
コーポ栄１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1060号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28,4093,2 鏡歯科医院 〒198-0024 金属床による総義歯の提供

青梅市新町三丁目６７番地の５       （金属総義歯）第  4920号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    455

28,4095,7 武藤歯科クリニック 〒198-0024 金属床による総義歯の提供
青梅市新町三丁目３１番地３       （金属総義歯）第  4921号                徴収開始年月日：平成 7年 2月13日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          01:白金                                               500,000    500,000    
          03:コバルト                                           250,000    250,000    
          04:チタン                                             300,000    300,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28,4099,9 医療法人社団　恵昇会〒198-0024 金属床による総義歯の提供

　小沢歯科医院 青梅市新町三丁目７０番地９       （金属総義歯）第  4922号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28,4102,1 高野歯科クリニック 〒198-0036 金属床による総義歯の提供

青梅市河辺町五丁目５番地１２       （金属総義歯）第  4924号                徴収開始年月日：平成 6年 7月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28,4103,9 中丸歯科クリニック 〒198-0052 金属床による総義歯の提供

青梅市長淵一丁目９番地       （金属総義歯）第  4925号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1453号                  徴収開始年月日：平成 9年 5月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28,4106,2 三田歯科医院 〒198-0052 金属床による総義歯の提供

青梅市長淵一丁目５７番地１       （金属総義歯）第  4927号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28,4108,8 医療法人社団　信美会〒198-0042 金属床による総義歯の提供

　長谷川歯科医院 青梅市東青梅五丁目９番地２４       （金属総義歯）第  4929号                徴収開始年月日：平成 6年 6月30日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28,4111,2 医療法人社団　明寿会〒198-0036 金属床による総義歯の提供

　河辺歯科医院 青梅市河辺町五丁目２５番地２       （金属総義歯）第  4931号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 6日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28,4113,8 佐藤歯科医院 〒198-0032 金属床による総義歯の提供

青梅市野上町二丁目２１番地３       （金属総義歯）第  4932号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28,4115,3 医療法人社団　健秀会〒198-0042 う蝕に罹患している患者の指導管理

　デンタルクリニック青梅市東青梅三丁目２１番地３６       （う蝕管理）第  1479号                  徴収開始年月日：平成 9年 5月 1日
関           継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28,4119,5 橋本歯科医院 〒198-0036 金属床による総義歯の提供

青梅市河辺町七丁目４番地５５       （金属総義歯）第  4933号                徴収開始年月日：平成 7年 2月13日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    456

28,4126,0 医療法人社団　山吹会〒198-0003 金属床による総義歯の提供
　小曽木歯科 青梅市小曾木四丁目２２４４番地       （金属総義歯）第  6487号                徴収開始年月日：平成 8年10月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          01:白金                                               735,000    735,000    
          02:金                                                 735,000    735,000    
          03:コバルト                                           231,000    231,000    
          04:チタン                                             315,000    315,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28,4129,4 はたの歯科医院 〒198-0042 金属床による総義歯の提供

青梅市東青梅三丁目９番地の１４       （金属総義歯）第  6807号                徴収開始年月日：平成 9年 7月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1852号                  徴収開始年月日：平成10年 7月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28,4132,8 山下歯科医院 〒198-0036 金属床による総義歯の提供

青梅市河辺町十丁目１２番地３７       （金属総義歯）第  7189号                徴収開始年月日：平成10年10月 1日
　２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1895号                  徴収開始年月日：平成10年10月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28,4149,2 武尾歯科医院 〒198-0024 金属床による総義歯の提供

青梅市新町一丁目２４番１２号       （金属総義歯）第  9297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                                           262,500    262,500    
          04:チタン                                             315,000    315,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  3164号                  徴収開始年月日：平成20年 7月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,050          
          02:小窩裂溝填塞      1,050          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28,4150,0 武藤歯科医院 〒198-0085 金属床による総義歯の提供

青梅市滝ノ上町１２３５番地       （金属総義歯）第  9377号                徴収開始年月日：平成21年 2月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           200,000    200,000    
          04:チタン                                             300,000    300,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28,4154,2 イヴ・デンタルクリニ〒198-0024 金属床による総義歯の提供

ック 青梅市新町六丁目９番４号       （金属総義歯）第  9458号                徴収開始年月日：平成22年 1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    

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    457

28,4165,8 医療法人社団　秀雅会〒198-0042 金属床による総義歯の提供
　東青梅歯科医院 青梅市東青梅一丁目２番地の５　       （金属総義歯）第  9787号                徴収開始年月日：平成25年 5月 1日

東青梅センタービル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                                             367,500    367,500    
          01:白金                                               525,000    525,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28,4173,2 ラーレひまわり歯科 〒198-0024 金属床による総義歯の提供

青梅市新町九丁目２０１６番１４       （金属総義歯）第 10024号                徴収開始年月日：平成30年 2月 1日
号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           350,000    350,000    
          04:チタン                                             400,000    400,000    
          02:金                                                 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  3561号                  徴収開始年月日：平成30年 2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          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29,4070,8 大沢歯科医院 〒193-0824 金属床による総義歯の提供

八王子市長房町３７５番地       （金属総義歯）第  8020号                徴収開始年月日：平成13年11月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29,4103,7 小澤歯科医院 〒192-0912 金属床による総義歯の提供

八王子市絹ケ丘二丁目１７番７号       （金属総義歯）第  4951号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29,4126,8 大橋歯科医院 〒193-0833 金属床による総義歯の提供

八王子市めじろ台二丁目４９番地       （金属総義歯）第  4957号                徴収開始年月日：平成 6年 7月 1日
１９           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29,4139,1 永田歯科医院 〒193-0832 金属床による総義歯の提供

八王子市散田町三丁目１５番地７       （金属総義歯）第  4962号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29,4155,7 山下歯科医院 〒192-0053 金属床による総義歯の提供

八王子市八幡町１４番１１号       （金属総義歯）第  4966号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29,4161,5 入戸野歯科医院 〒193-0931 金属床による総義歯の提供

八王子市台町四丁目４４番１０号       （金属総義歯）第  4968号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
　平沼ビル２０５号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    458

29,4169,8 尾山歯科医院 〒193-0832 金属床による総義歯の提供
八王子市散田町五丁目１番地６       （金属総義歯）第  4973号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29,4174,8 戸田歯科医院 〒193-0831 金属床による総義歯の提供

八王子市並木町１９番２４号       （金属総義歯）第  4977号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29,4175,5 富士見台歯科医院 〒192-0045 金属床による総義歯の提供

八王子市大和田町五丁目３３番１       （金属総義歯）第  4978号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
７号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29,4181,3 武田歯科医院 〒192-0063 金属床による総義歯の提供

八王子市元横山町一丁目２２番２       （金属総義歯）第  4979号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29,4195,3 山下歯科医院 〒192-0063 金属床による総義歯の提供

八王子市元横山町一丁目２８番８       （金属総義歯）第  4983号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29,4197,9 武田歯科医院 〒192-0066 金属床による総義歯の提供

八王子市本町１８番２号       （金属総義歯）第  7475号                徴収開始年月日：平成11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    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29,4199,5 小島歯科医院 〒193-0944 金属床による総義歯の提供

八王子市館町５３５番地       （金属総義歯）第  4986号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1359号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29,4205,0 医療法人社団　協和会〒192-0072 金属床による総義歯の提供

歯科診療所 八王子市南町５番１号       （金属総義歯）第  4990号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29,4207,6 長野歯科医院 〒192-0914 金属床による総義歯の提供

八王子市片倉町１２２１番地２８       （金属総義歯）第  4991号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           280,000               
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1668号                  徴収開始年月日：平成 9年 9月22日
          継続管理種類  　      価格

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    459

29,4213,4 医療法人社団　長仁会〒192-0081 金属床による総義歯の提供
　牛久保矯正齒科 八王子市横山町８番１９号       （金属総義歯）第  4995号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29,4214,2 中川歯科診療所 〒193-0823 金属床による総義歯の提供

八王子市横川町１０８番地３６       （金属総義歯）第  4996号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1162号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29,4221,7 高澤歯科医院 〒192-0033 金属床による総義歯の提供

八王子市高倉町１７番地１       （金属総義歯）第  4998号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29,4222,5 八王子スポーツクラブ〒192-0051 金属床による総義歯の提供

ビル歯科 八王子市元本郷町四丁目２０番１       （金属総義歯）第  4999号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
０号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29,4231,6 デント歯科医院 〒192-0084 金属床による総義歯の提供

八王子市三崎町４番１１号　トー       （金属総義歯）第  5004号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
ネンビル３階Ｃ室           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           180,000               
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29,4232,4 カサイ歯科医院 〒193-0823 金属床による総義歯の提供

八王子市横川町５３６番地３       （金属総義歯）第  5005号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29,4240,7 小島歯科 〒192-0054 う蝕に罹患している患者の指導管理

八王子市小門町１０番地       （う蝕管理）第  1234号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29,4243,1 浦崎歯科医院 〒192-0045 金属床による総義歯の提供

八王子市大和田町六丁目５番１７       （金属総義歯）第  5006号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1267号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月16日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29,4246,4 高野歯科医院 〒192-0046 金属床による総義歯の提供

八王子市明神町四丁目２番１８号       （金属総義歯）第  5007号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   755号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    460

29,4258,9 ふゆとう歯科医院 〒192-0046 金属床による総義歯の提供
八王子市明神町三丁目１０番７号       （金属総義歯）第  5013号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   179号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29,4260,5 元横山歯科医院 〒192-0063 金属床による総義歯の提供

八王子市元横山町二丁目１番１３       （金属総義歯）第  5015号                徴収開始年月日：平成 6年 7月 1日
号　塩澤ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29,4261,3 佐々木歯科 〒193-0834 金属床による総義歯の提供

八王子市東浅川町１１０１番地       （金属総義歯）第  5016号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29,4262,1 ナカムラ歯科クリニッ〒193-0835 金属床による総義歯の提供

ク 八王子市千人町二丁目１８番５号       （金属総義歯）第  5017号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
　イイダビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1568号                  徴収開始年月日：平成 9年 6月15日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29,4263,9 山口歯科医院 〒193-0816 金属床による総義歯の提供

八王子市大楽寺町５１１番地１０       （金属総義歯）第  5018号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29,4265,4 こばやし歯科 〒193-0943 金属床による総義歯の提供

八王子市寺田町２１０番地       （金属総義歯）第  5020号                徴収開始年月日：平成 6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    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29,4277,9 さとう歯科医院 〒192-0015 金属床による総義歯の提供

八王子市中野町２６９４番地１       （金属総義歯）第  5025号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           230,000    230,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29,4279,5 菊田歯科医院 〒193-0833 金属床による総義歯の提供

八王子市めじろ台一丁目９番地１       （金属総義歯）第  5027号                徴収開始年月日：平成 6年 9月 1日
５           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29,4284,5 高野歯科医院 〒193-0934 金属床による総義歯の提供

八王子市小比企町４８５番地　岡       （金属総義歯）第  5029号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
田ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1053号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    461

29,4292,8 宇津木台歯科 〒192-0023 金属床による総義歯の提供
八王子市久保山町二丁目４３番４       （金属総義歯）第  5033号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29,4308,2 きたのタウン歯科クリ〒192-0906 金属床による総義歯の提供

ニック 八王子市北野町５４５番地３　き       （金属総義歯）第  5040号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
たのタウンビル６階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1535号                  徴収開始年月日：平成 9年 6月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29,4310,8 藤橋歯科医院 〒192-0354 金属床による総義歯の提供

八王子市松が谷１１番地　松が谷       （金属総義歯）第  5041号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
団地１号棟１０４号室           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29,4311,6 黒澤歯科 〒192-0041 金属床による総義歯の提供

八王子市中野上町二丁目２９番２       （金属総義歯）第  5042号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
４号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           210,000    210,000    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29,4313,2 左入歯科医院 〒192-0012 金属床による総義歯の提供

八王子市左入町３７１番地　高木       （金属総義歯）第  5043号                徴収開始年月日：平成 6年 8月 1日
ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29,4317,3 岡歯科医院 〒192-0914 金属床による総義歯の提供

八王子市片倉町４９２番地１　網       （金属総義歯）第  5044号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
木ビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29,4321,5 小池歯科医院 〒192-0364 金属床による総義歯の提供

八王子市南大沢五丁目１４番地４       （金属総義歯）第  5046号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
－２           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29,4322,3 いわさき歯科医院 〒192-0362 金属床による総義歯の提供

八王子市松木１４番地の３　ザ・       （金属総義歯）第  5047号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
テラス松木１０３号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1588号                  徴収開始年月日：平成 9年 7月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29,4323,1 戸坂歯科クリニック 〒193-0824 金属床による総義歯の提供

八王子市長房町４０８番地１       （金属総義歯）第  5048号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    462

29,4324,9 岡山歯科医院 〒193-0801 金属床による総義歯の提供
八王子市川口町１０８８番地４       （金属総義歯）第  5049号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   176号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所        840          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29,4333,0 医療法人社団　泰成会〒192-0011 金属床による総義歯の提供

　久保寺歯科医院 八王子市滝山町二丁目４１３番地       （金属総義歯）第  5052号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
３           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29,4334,8 兼子歯科医院 〒192-0914 金属床による総義歯の提供

八王子市片倉町７２１番地の５　       （金属総義歯）第  5053号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
ＫＫビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29,4335,5 医療法人社団　泰成会〒192-0005 金属床による総義歯の提供

歯科診療所 八王子市宮下町５７８番地２　丸       （金属総義歯）第  5054号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
双ビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29,4336,3 相沢歯科 〒192-0073 金属床による総義歯の提供

八王子市寺町２０番地４       （金属総義歯）第  5055号                徴収開始年月日：平成 6年 6月10日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29,4337,1 医療法人社団　和恵会〒192-0904 金属床による総義歯の提供

　村上歯科医院 八王子市子安町四丁目１４番４号       （金属総義歯）第  5056号                徴収開始年月日：平成 6年 6月23日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29,4338,9 医療法人社団　山本歯〒192-0053 金属床による総義歯の提供

科医院八王子診療所 八王子市八幡町７番１０号　第二       （金属総義歯）第  5057号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
安藤ビル３階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29,4339,7 医療法人社団　若葉会〒193-0824 金属床による総義歯の提供

　村山歯科医院 八王子市長房町１５６２番地３２       （金属総義歯）第  6808号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
　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    420,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29,4340,5 医療法人社団　緑栄会〒193-0802 金属床による総義歯の提供

　駒津歯科医院 八王子市犬目町２５６番地３       （金属総義歯）第  9957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                                           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  1002号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    463

29,4343,9 山田歯科医院 〒192-0014 金属床による総義歯の提供
八王子市みつい台二丁目１０番６       （金属総義歯）第  5061号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29,4344,7 やまもと歯科 〒192-0352 金属床による総義歯の提供

八王子市大塚６４１番地４　中屋       （金属総義歯）第  5062号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
ビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29,4345,4 永田歯科医院 〒193-0845 金属床による総義歯の提供

八王子市初沢町１２５９番地６　       （金属総義歯）第  5063号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
プロミネントハイム１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29,4348,8 医療法人社団　光明歯〒192-0911 金属床による総義歯の提供

会　片倉台歯科医院 八王子市打越町１５１５番地       （金属総義歯）第  5064号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29,4349,6 医療法人社団　白歯会〒192-0355 金属床による総義歯の提供

　堀之内歯科 八王子市堀之内三丁目１番地２６       （金属総義歯）第  5065号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
号　ガーデンヒルズアリサ２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29,4353,8 めじろ台えびさわ歯科〒193-0833 金属床による総義歯の提供

八王子市めじろ台二丁目１番地１       （金属総義歯）第  5068号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
　京王めじろ台マンションＡ１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29,4356,1 山本歯科医院 〒192-0912 金属床による総義歯の提供

八王子市絹ケ丘二丁目８番６号       （金属総義歯）第  5069号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          04:チタン                                             250,000               

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29,4357,9 福島歯科医院 〒193-0941 金属床による総義歯の提供

八王子市狭間町１４５１番地６　       （金属総義歯）第  5070号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
市川ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29,4359,5 藤野歯科医院 〒193-0802 金属床による総義歯の提供

八王子市犬目町５８３番地１       （金属総義歯）第  5071号                徴収開始年月日：平成 6年 6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  1257号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月15日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29,4360,3 氷見歯科医院 〒193-0832 金属床による総義歯の提供

八王子市散田町一丁目１５番地３       （金属総義歯）第  5072号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
　ミネルヴァ１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    464

29,4363,7 光明歯科診療所 〒192-0055 金属床による総義歯の提供
八王子市八木町８番１３号       （金属総義歯）第  5075号                徴収開始年月日：平成 6年 6月12日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   772号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29,4365,2 医療法人社団　博裕会〒192-0904 金属床による総義歯の提供

　大森歯科医院 八王子市子安町一丁目４番５号       （金属総義歯）第  5078号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          04:チタン                                             250,000    250,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29,4366,0 医療法人社団　紘信会〒192-0033 金属床による総義歯の提供

　おがわ歯科医院 八王子市高倉町４８番地の２　高       （金属総義歯）第  5079号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
橋ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29,4368,6 原田歯科医院 〒193-0801 う蝕に罹患している患者の指導管理

八王子市川口町３４２０番地３       （う蝕管理）第   163号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29,4371,0 田内歯科医院 〒192-0062 金属床による総義歯の提供

八王子市大横町１番１１号　Ｋ－       （金属総義歯）第  5081号                徴収開始年月日：平成 6年 7月13日
Ｔビル２階・３階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29,4376,9 医療法人社団　育優会〒192-0912 金属床による総義歯の提供

　絹ヶ丘歯科医院 八王子市絹ヶ丘二丁目２０番６号       （金属総義歯）第  5085号                徴収開始年月日：平成 8年 4月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1591号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29,4377,7 医療法人社団　清流会〒193-0834 金属床による総義歯の提供

　ごしま歯科医院 八王子市東浅川町９１４番地１　       （金属総義歯）第  9900号                徴収開始年月日：平成27年 5月 1日
峰尾ビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           270,000    270,000    
          04:チタン                                             324,000    324,000    
          01:白金                                               540,000    540,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29,4381,9 みやた歯科 〒192-0373 金属床による総義歯の提供

八王子市上柚木三丁目６番２号       （金属総義歯）第  5088号                徴収開始年月日：平成 7年 7月26日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1472号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,050          
          02:小窩裂溝填塞      1,050          



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    465

29,4387,6 くしやま歯科医院 〒193-0803 金属床による総義歯の提供
八王子市楢原町１１４９番地３　       （金属総義歯）第  5089号                徴収開始年月日：平成 7年 7月 3日
第三橋本ビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29,4389,2 天野歯科医院 〒193-0832 金属床による総義歯の提供

八王子市散田町三丁目２８番地３       （金属総義歯）第  5090号                徴収開始年月日：平成 7年 6月17日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   361号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29,4396,7 ゼフィール歯科 〒192-0906 金属床による総義歯の提供

八王子市北野町５８０番地４　石       （金属総義歯）第  7618号                徴収開始年月日：平成12年 4月 1日
坂ゼフィール１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1282号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29,4397,5 坂本歯科医院 〒192-0054 金属床による総義歯の提供

八王子市小門町１６番地       （金属総義歯）第  5092号                徴収開始年月日：平成 8年 1月 6日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29,4402,3 はら歯科医院 〒192-0045 う蝕に罹患している患者の指導管理

八王子市大和田町一丁目１７番９       （う蝕管理）第    12号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
号　サンレジデンス１階           継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29,4404,9 医療法人社団　始浩会〒192-0046 金属床による総義歯の提供

　岡部歯科医院 八王子市明神町四丁目１２番２号       （金属総義歯）第  6135号                徴収開始年月日：平成 8年 3月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29,4406,4 かぶち歯科医院 〒192-0051 金属床による総義歯の提供

八王子市元本郷町一丁目２１番１       （金属総義歯）第373774号                徴収開始年月日：平成13年 4月 1日
３号　北越ビル１０１           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                                      420,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1628号                  徴収開始年月日：平成 9年 7月15日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29,4412,2 みうら歯科クリニック〒192-0355 金属床による総義歯の提供

八王子市堀之内二丁目１０番２９       （金属総義歯）第  6532号                徴収開始年月日：平成 8年12月 1日
号　日高ビル４階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    466

29,4414,8 大貫歯科医院 〒192-0066 金属床による総義歯の提供
八王子市本町３番４号　       （金属総義歯）第  6556号                徴収開始年月日：平成 8年11月25日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   542号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29,4419,7 てる歯科医院 〒192-0085 金属床による総義歯の提供

八王子市中町２番１８号　鶴屋ビ       （金属総義歯）第  6629号                徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
ル３階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29,4420,5 もくだい歯科医院 〒193-0835 金属床による総義歯の提供

八王子市千人町三丁目２番１号　       （金属総義歯）第  6687号                徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
ＫＩビル３０２           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1220号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29,4421,3 えこしデンタルクリニ〒192-0364 金属床による総義歯の提供

ック 八王子市南大沢二丁目２７番地　       （金属総義歯）第  6742号                徴収開始年月日：平成 9年 5月 7日
フレスコ南大沢４階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          01:白金                                               420,000    420,000    
          03:コバルト                                           315,000    315,000    
          04:チタン                                             420,000    420,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29,4423,9 糸井歯科 〒192-0046 金属床による総義歯の提供

八王子市明神町三丁目２６番１０       （金属総義歯）第  6743号                徴収開始年月日：平成 9年 5月14日
号　土屋ビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29,4425,4 高尾駅前歯科室 〒193-0845 金属床による総義歯の提供

八王子市初沢町１２２７番地３　       （金属総義歯）第  6744号                徴収開始年月日：平成 9年 7月11日
京王高尾ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29,4429,6 医療法人社団　誠朋会〒192-0055 金属床による総義歯の提供

　新田歯科医院 八王子市八木町６番１１号　松栄       （金属総義歯）第  6845号                徴収開始年月日：平成 9年 9月 1日
八王子ビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1686号                  徴収開始年月日：平成 9年 9月 1日
          継続管理種類  　      価格

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    467

29,4431,2 あさかわ歯科医院 〒192-0372 金属床による総義歯の提供
八王子市下柚木二丁目５番２６号       （金属総義歯）第  7028号                徴収開始年月日：平成10年 4月15日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           262,500    262,500    
          04:チタン                                             367,500    367,500    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1927号                  徴収開始年月日：平成10年 4月15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      3,150          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29,4432,0 かねだ歯科医院 〒192-0364 金属床による総義歯の提供

八王子市南大沢三丁目９番地５　       （金属総義歯）第  7013号                徴収開始年月日：平成10年 5月 1日
１０５号室           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1797号                  徴収開始年月日：平成10年 5月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29,4434,6 医療法人社団　賢実会〒193-0824 金属床による総義歯の提供

　渡辺歯科医院 八王子市長房町３７３番地２　渡       （金属総義歯）第  6999号                徴収開始年月日：平成10年 3月 1日
辺ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           150,000    150,000    
          04:チタン                                             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  1781号                  徴収開始年月日：平成10年 3月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29,4437,9 古谷歯科医院 〒193-0835 金属床による総義歯の提供

八王子市千人町一丁目７番６号       （金属総義歯）第  7069号                徴収開始年月日：平成10年 3月23日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           200,000    200,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29,4439,5 吉田歯科 〒192-0355 金属床による総義歯の提供

八王子市堀之内三丁目２９番地７       （金属総義歯）第  7109号                徴収開始年月日：平成10年 6月 1日
　ウェルハイム小泉１０１号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29,4440,3 青松歯科医院 〒193-0826 金属床による総義歯の提供

八王子市元八王子町一丁目４９８       （金属総義歯）第  7964号                徴収開始年月日：平成13年 8月 1日
番地１　サクスィードシノザキ１           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
０３号

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29,4441,1 小松歯科医院 〒192-0085 金属床による総義歯の提供

八王子市中町９番１２号　小松ビ       （金属総義歯）第  7191号                徴収開始年月日：平成10年 9月11日
ル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1892号                  徴収開始年月日：平成10年 9月11日
          継続管理種類  　      価格



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    468

29,4451,0 植木歯科医院 〒192-0002 金属床による総義歯の提供
八王子市高月町３６５番地１　２       （金属総義歯）第  7777号                徴収開始年月日：平成12年 9月25日
階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29,4456,9 田中歯科医院 〒192-0085 金属床による総義歯の提供

八王子市中町８番１０号       （金属総義歯）第  7519号                徴収開始年月日：平成11年 8月 3日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29,4457,7 東條歯科医院 〒193-0835 金属床による総義歯の提供

八王子市千人町四丁目６番７号       （金属総義歯）第  7955号                徴収開始年月日：平成13年 8月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29,4460,1 井上歯科医院 〒192-0041 金属床による総義歯の提供

八王子市中野上町五丁目５番３号       （金属総義歯）第  7619号                徴収開始年月日：平成11年12月26日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          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  2143号                  徴収開始年月日：平成11年12月26日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29,4466,8 平歯科医院 〒192-0081 金属床による総義歯の提供

八王子市横山町２４番７号　平ビ       （金属総義歯）第  7685号                徴収開始年月日：平成12年 4月18日
ル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2206号                  徴収開始年月日：平成12年 4月18日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29,4467,6 医療法人社団　高輪会〒193-0941 金属床による総義歯の提供

　八王子歯科 八王子市狭間町１４６２番地１　       （金属総義歯）第  7724号                徴収開始年月日：平成12年 7月25日
イトーヨーカドー八王子店３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    420,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2231号                  徴収開始年月日：平成12年 7月25日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      2,100          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29,4474,2 山田歯科クリニック 〒193-0832 う蝕に罹患している患者の指導管理

八王子市散田町三丁目１６番地２       （う蝕管理）第  3176号                  徴収開始年月日：平成20年 9月29日
１　１階           継続管理種類  　      価格

          01:フッ化物局所      2,500          
          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

[　　　　　　　　 現在 作成         頁

報告内容医療機関番号

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    469

29,4476,7 とうじょう歯科クリニ〒192-0042 金属床による総義歯の提供
ック 八王子市中野山王一丁目１番２３       （金属総義歯）第  7898号                徴収開始年月日：平成13年 5月 7日

号　松本ビル１階１０１号室           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  2344号                  徴収開始年月日：平成13年 5月 7日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29,4489,0 神山歯科医院 〒192-0907 金属床による総義歯の提供

八王子市長沼町１１９２番地８       （金属総義歯）第  8104号                徴収開始年月日：平成14年 4月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29,4492,4 医療法人社団　療仁会〒192-0041 金属床による総義歯の提供

　馬見塚歯科医院中野八王子市中野上町四丁目２２番４       （金属総義歯）第  9356号                徴収開始年月日：平成20年11月17日
診療所 号　３階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          01:白金                                               577,500    577,500    
          02:金                                                 472,500    472,500    
          03:コバルト                                           315,000    315,000    
          04:チタン                                             420,000    420,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29,4505,3 医療法人社団　貴喜会〒192-0153 金属床による総義歯の提供

　みなと歯科 八王子市西寺方町３６６番地１　       （金属総義歯）第  8249号                徴収開始年月日：平成15年 4月 1日
グランドソレイユ２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29,4507,9 医療法人社団　真智会〒193-0832 金属床による総義歯の提供

　佐藤歯科医院 八王子市散田町二丁目７０番地９       （金属総義歯）第  8256号                徴収開始年月日：平成15年 4月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2505号                  徴収開始年月日：平成15年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29,4508,7 医療法人社団　秀靖会〒193-0826 金属床による総義歯の提供

　志村歯科医院 八王子市元八王子町三丁目２１８       （金属総義歯）第  8263号                徴収開始年月日：平成15年 4月 1日
２番地           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           220,000    220,000    
          04:チタン                                             290,000    290,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2513号                  徴収開始年月日：平成15年 4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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    470

29,4511,1 大貫歯科医院 〒193-0834 金属床による総義歯の提供
八王子市東浅川町１０２８番地       （金属総義歯）第  8280号                徴収開始年月日：平成15年 5月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           367,500    367,500    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2528号                  徴収開始年月日：平成15年 5月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29,4514,5 医療法人社団　ソラフ〒193-0931 金属床による総義歯の提供

ィー　安木歯科医院 八王子市台町三丁目２４番１号　       （金属総義歯）第  8356号                徴収開始年月日：平成15年 9月 1日
１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           250,000    250,000    
          04:チタン                                             350,000    350,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2579号                  徴収開始年月日：平成15年 9月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29,4528,5 医療法人社団　駿匠会〒192-0904 金属床による総義歯の提供

　わきもと歯科子安ク八王子市子安町三丁目２３番１５       （金属総義歯）第  8465号                徴収開始年月日：平成16年 5月13日
リニック 号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29,4536,8 けんせい歯科 〒192-0082 金属床による総義歯の提供

八王子市東町２番３号　八王子共       （金属総義歯）第  9838号                徴収開始年月日：平成26年 4月 1日
立ビル４階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           216,000    216,000    
          04:チタン                                             270,000    270,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29,4537,6 安藤歯科医院 〒192-0066 金属床による総義歯の提供

八王子市本町３３番７号       （金属総義歯）第  8592号                徴収開始年月日：平成17年 1月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29,4546,7 池田歯科医院 〒192-0063 金属床による総義歯の提供

八王子市元横山町二丁目１番２０       （金属総義歯）第  8715号                徴収開始年月日：平成17年 7月 1日
号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           230,000    230,000    
          04:チタン                                             350,000    350,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29,4550,9 ともデンタルオフィス〒192-0046 金属床による総義歯の提供

八王子市明神町四丁目１０番１４       （金属総義歯）第  8773号                徴収開始年月日：平成17年11月24日
号　ルミエールソフィア１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           200,000    200,000    
          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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    471

29,4554,1 さとう歯科クリニック〒193-0834 金属床による総義歯の提供
八王子市東浅川町２７２番地２       （金属総義歯）第  8753号                徴収開始年月日：平成17年11月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2801号                  徴収開始年月日：平成17年11月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29,4563,2 糠信歯科医院 〒192-0046 金属床による総義歯の提供

八王子市明神町四丁目２番９号　       （金属総義歯）第  8852号                徴収開始年月日：平成18年 4月 1日
昂ハイツ２０１           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29,4568,1 三原歯科クリニック 〒192-0911 金属床による総義歯の提供

八王子市打越町２０１１番地１　       （金属総義歯）第  8892号                徴収開始年月日：平成18年 7月 1日
中澤ビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2890号                  徴収開始年月日：平成18年 7月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,050          
          02:小窩裂溝填塞      3,150          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29,4571,5 医療法人社団　仁慈会〒192-0364 金属床による総義歯の提供

　南大沢歯科医院 八王子市南大沢二丁目２８番地１       （金属総義歯）第  8900号                徴収開始年月日：平成18年 6月 1日
　イトーヨーカドー南大沢店４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                                             367,500    367,500    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2903号                  徴収開始年月日：平成18年 6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          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29,4583,0 いそじ歯科医院 〒192-0914 金属床による総義歯の提供

八王子市片倉町４４３番地４       （金属総義歯）第  9095号                徴収開始年月日：平成19年 4月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
                                バイタリウム                    210,000    210,000    
          04:チタン                                             315,000    315,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29,4584,8 南陽台歯科 〒192-0371 金属床による総義歯の提供

八王子市南陽台二丁目８番５号       （金属総義歯）第  9103号                徴収開始年月日：平成19年 6月 7日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
                                ニッケルクロム                  200,000    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  3029号                  徴収開始年月日：平成19年 6月 7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          



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    472

29,4588,9 太田歯科医院 〒192-0353 金属床による総義歯の提供
八王子市鹿島６番地       （金属総義歯）第  9129号                徴収開始年月日：平成19年 7月18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  3038号                  徴収開始年月日：平成19年 7月18日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29,4593,9 楢原クローバー歯科 〒193-0803 金属床による総義歯の提供

八王子市楢原町１８０６番地８       （金属総義歯）第  9170号                徴収開始年月日：平成19年11月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          02:金                                                 400,000    400,000    
                                純チタン（ステンレスメッシュ    300,000    300,000    
          04:チタン                                             250,000    250,000    
          03:コバルト                                           190,000    190,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  3074号                  徴収開始年月日：平成19年11月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,050          
          02:小窩裂溝填塞      1,050          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29,4596,2 医療法人社団　宝昂会〒192-0364 金属床による総義歯の提供

　サンライズ歯科医院八王子市南大沢二丁目２９番地　       （金属総義歯）第  9207号                徴収開始年月日：平成19年11月 1日
プラザＡ１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           150,000    150,000    
                                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  3106号                  徴収開始年月日：平成19年11月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,000          
          02:小窩裂溝填塞        800          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29,4598,8 医療法人社団　洋光会〒192-0913 金属床による総義歯の提供

　岡山歯科医院 八王子市北野台四丁目２７番２号       （金属総義歯）第  9262号                徴収開始年月日：平成20年 4月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           230,000    230,000    
          04:チタン                                             280,000    280,000    
          02:金                                                 600,000    600,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29,4613,5 医療法人社団　慈充会〒192-0046 金属床による総義歯の提供

　くらた歯科 八王子市明神町二丁目２４番１号       （金属総義歯）第  9444号                徴収開始年月日：平成21年10月 1日
　コンフォート八王子１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           262,500    262,500    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    473

29,4615,0 すわ歯科医院 〒192-0032 金属床による総義歯の提供
八王子市石川町２９６０番地２４       （金属総義歯）第  9454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                                           250,000    250,000    
          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  3262号                  徴収開始年月日：平成21年11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          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29,4616,8 医療法人社団　療仁会〒193-0803 金属床による総義歯の提供

　馬見塚歯科医院 八王子市楢原町１４４３番１       （金属総義歯）第  9464号                徴収開始年月日：平成22年 1月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          01:白金                                               500,000    500,000    
          02:金                                                 400,000    400,000    
          03:コバルト                                           250,000    250,000    
          04:チタン                                             350,000    350,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29,4620,0 宿澤歯科医院 〒192-0911 金属床による総義歯の提供

八王子市打越町３３５番地１　京       （金属総義歯）第  9486号                徴収開始年月日：平成22年 4月 1日
王リトナード北野２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           200,000    200,000    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29,4627,5 医療法人社団　育昇会〒192-0904 金属床による総義歯の提供

　八王子ソレイユ歯科八王子市子安町四丁目７番１号　       （金属総義歯）第  9545号                徴収開始年月日：平成22年12月 2日
クリニック サザンスカイタワー八王子３階           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  3319号                  徴収開始年月日：平成22年12月 2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          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29,4628,3 医療法人社団　わたな〒193-0833 金属床による総義歯の提供

べ歯科医院 八王子市めじろ台一丁目８番地２       （金属総義歯）第  9550号                徴収開始年月日：平成22年11月 1日
５　アゴラＧ１０５号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           400,000    400,000    
          04:チタン                                             500,000    500,000    
          01:白金                                               600,000    600,000    

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    474

29,4635,8 のむら歯科医院 〒193-0844 金属床による総義歯の提供
八王子市高尾町１６２９番地１２       （金属総義歯）第  9581号                徴収開始年月日：平成23年 3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                                             350,000    350,000    
          02:金                                                 400,000    400,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29,4638,2 八南歯科医師会　休日〒193-0931 金属床による総義歯の提供

応急障害者歯科八王子八王子市台町四丁目３３番１３号       （金属総義歯）第  9863号                徴収開始年月日：平成26年 4月 1日
市診療所           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           270,000    270,000    
          04:チタン                                             324,000    324,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29,4639,0 彩デンタルクリニック〒192-0046 金属床による総義歯の提供

八王子市明神町四丁目２７番１４       （金属総義歯）第  9726号                徴収開始年月日：平成24年 9月 1日
号　リビエール林ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          01:白金                                               420,000    420,000    
          02:金                                                 399,000    399,000    
          03:コバルト                                           210,000    210,000    
          04:チタン                                             420,000    420,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29,4656,4 横川町住宅　なごみ歯〒193-0823 金属床による総義歯の提供

科医院 八王子市横川町１０８番地８－１       （金属総義歯）第  9791号                徴収開始年月日：平成25年 7月27日
２           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           420,000    420,000    
          04:チタン                                             472,500    472,500    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29,4693,7 竹島歯科医院 〒192-0904 金属床による総義歯の提供

八王子市子安町四丁目２４番３号       （金属総義歯）第  9991号                徴収開始年月日：平成29年 4月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          04:チタン                                             350,000    350,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29,4694,5 八王子みなみアット歯〒193-0935 金属床による総義歯の提供

科 八王子市大船町１００９番地　ア       （金属総義歯）第  9989号                徴収開始年月日：平成29年 5月 1日
クロスプラザ八王子大船店１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           150,000    150,000    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29,4703,4 佐藤歯科医院 〒192-0904 金属床による総義歯の提供

八王子市子安町四丁目２７番３号       （金属総義歯）第 10012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                                           250,000    250,000    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29,4706,7 山田歯科医院 〒193-0932 金属床による総義歯の提供

八王子市緑町２９２番地１０       （金属総義歯）第 10026号                徴収開始年月日：平成30年 2月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           200,000    200,000    



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    475

30,4034,2 医療法人社団　海老原〒190-0011 金属床による総義歯の提供
歯科医院 立川市高松町二丁目２２番２号       （金属総義歯）第  5096号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30,4070,6 国江歯科医院 〒190-0022 金属床による総義歯の提供

立川市錦町四丁目１１番１５号       （金属総義歯）第  5103号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1647号                  徴収開始年月日：平成 9年 8月 6日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30,4087,0 中里歯科診療所 〒190-0021 金属床による総義歯の提供

立川市羽衣町二丁目４１番１号　       （金属総義歯）第  5107号                徴収開始年月日：平成 6年 9月20日
羽衣第１ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30,4089,6 三科歯科医院 〒190-0011 金属床による総義歯の提供

立川市高松町二丁目１番２１号       （金属総義歯）第  5108号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30,4116,7 柴崎歯科医院 〒190-0023 金属床による総義歯の提供

立川市柴崎町三丁目９番６号       （金属総義歯）第  5112号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30,4127,4 矢沢歯科医院 〒190-0023 金属床による総義歯の提供

立川市柴崎町三丁目１６番２号       （金属総義歯）第  5119号                徴収開始年月日：平成 6年 6月10日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30,4133,2 古賀歯科医院 〒190-0003 金属床による総義歯の提供

立川市栄町二丁目４５番地６　栄       （金属総義歯）第  5120号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30,4140,7 伊藤歯科医院 〒190-0011 金属床による総義歯の提供

立川市高松町三丁目１５番８号       （金属総義歯）第  5121号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30,4143,1 平安歯科医院 〒190-0022 金属床による総義歯の提供

立川市錦町二丁目２番２６号　エ       （金属総義歯）第  5122号                徴収開始年月日：平成 6年 6月30日
トワール立川２０２号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30,4148,0 富野歯科医院 〒190-0034 金属床による総義歯の提供

立川市西砂町一丁目１５番地５       （金属総義歯）第  5123号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    476

30,4154,8 若葉町デンタルクリニ〒190-0001 金属床による総義歯の提供
ック 立川市若葉町一丁目１６番地１１       （金属総義歯）第  5126号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          01:白金                                               500,000    500,000    
          02:金                                                 500,000    500,000    
          03:コバルト                                           350,000    350,000    
          04:チタン                                             400,000    400,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30,4164,7 幸歯科 〒190-0002 金属床による総義歯の提供

立川市幸町四丁目５６番地９　片       （金属総義歯）第  5129号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
田ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30,4167,0 町田歯科クリニック 〒190-0012 金属床による総義歯の提供

立川市曙町二丁目１８番１７号　       （金属総義歯）第  5131号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
町田ビル６階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30,4173,8 医療法人社団　健医会〒190-0031 金属床による総義歯の提供

　田中歯科医院 立川市砂川町八丁目１０番地１       （金属総義歯）第  5134号                徴収開始年月日：平成 6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    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30,4174,6 医療法人社団　健医会〒190-0034 金属床による総義歯の提供

　西砂歯科医院 立川市西砂町五丁目３７番地８       （金属総義歯）第  5135号                徴収開始年月日：平成 6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                                             300,000    300,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30,4175,3 ふかせ歯科医院 〒190-0032 金属床による総義歯の提供

立川市上砂町五丁目４８番地２　       （金属総義歯）第  5136号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
ＨＫビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           250,000    250,000    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30,4181,1 竹崎歯科医院 〒190-0001 金属床による総義歯の提供

立川市若葉町四丁目２５番地１　       （金属総義歯）第  5138号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
若葉町団地３９棟           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           200,000    200,000    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30,4197,7 山本歯科医院 〒190-0012 金属床による総義歯の提供

立川市曙町二丁目１３番１１号       （金属総義歯）第  5144号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           250,000    250,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30,4198,5 ふじの歯科医院 〒190-0031 金属床による総義歯の提供

立川市砂川町四丁目３７番地２０       （金属総義歯）第  5145号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 6日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    477

30,4201,7 玉川上水歯科 〒190-0004 金属床による総義歯の提供
立川市柏町四丁目６３番地２５　       （金属総義歯）第  6288号                徴収開始年月日：平成 8年 6月 1日
ヴィアーレ玉川上水２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   448号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30,4202,5 伊東歯科医院 〒190-0003 金属床による総義歯の提供

立川市栄町五丁目４０番地９       （金属総義歯）第  5147号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30,4205,8 医療法人社団　健進会〒190-0022 う蝕に罹患している患者の指導管理

　にいむら歯科医院 立川市錦町二丁目２番３号　今井       （う蝕管理）第    71号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
ビル１階           継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30,4206,6 片岡歯科 〒190-0034 金属床による総義歯の提供

立川市西砂町六丁目１番地の９       （金属総義歯）第  9557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                                           200,000    200,000    
          04:チタン                                             250,000    250,000    
          02:金                                                 500,000    500,000    
          01:白金                                               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   911号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30,4207,4 錦町歯科医院 〒190-0022 金属床による総義歯の提供

立川市錦町三丁目５番８号　アデ       （金属総義歯）第  5148号                徴収開始年月日：平成 7年 6月 1日
ナ立川１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30,4215,7 佐井歯科クリニック 〒190-0001 金属床による総義歯の提供

立川市若葉町一丁目９番地１　グ       （金属総義歯）第  6924号                徴収開始年月日：平成 9年11月21日
リーンクレスト１０３号室           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  1734号                  徴収開始年月日：平成 9年11月21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          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30,4216,5 矢島歯科医院 〒190-0011 金属床による総義歯の提供

立川市高松町三丁目１３番１４号       （金属総義歯）第  6925号                徴収開始年月日：平成 9年12月26日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    478

30,4219,9 林歯科医院 〒190-0021 金属床による総義歯の提供
立川市羽衣町二丁目７番１０号       （金属総義歯）第  7150号                徴収開始年月日：平成10年 7月 1日

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30,4222,3 近藤歯科医院 〒190-0012 金属床による総義歯の提供

立川市曙町一丁目４番７号       （金属総義歯）第  7275号                徴収開始年月日：平成11年 1月25日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30,4223,1 飯島歯科医院 〒190-0023 金属床による総義歯の提供

立川市柴崎町三丁目１０番１０号       （金属総義歯）第  7372号                徴収開始年月日：平成11年 3月 7日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30,4224,9 相互歯科 〒190-0022 金属床による総義歯の提供

立川市錦町一丁目１７番１０号　       （金属総義歯）第  9843号                徴収開始年月日：平成26年 4月 1日
健生会歯科ビル           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           216,000    216,000    
          04:チタン                                             270,000    270,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30,4228,0 医療法人社団　高輪会〒190-0001 金属床による総義歯の提供

　わかば歯科医院 立川市若葉町四丁目１番地１　エ       （金属総義歯）第  7725号                徴収開始年月日：平成12年 7月25日
クセルＭ１０３           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    420,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2232号                  徴収開始年月日：平成12年 7月25日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      2,100          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30,4243,9 山根歯科医院 〒190-0002 金属床による総義歯の提供

立川市幸町一丁目１３番地９       （金属総義歯）第  8409号                徴収開始年月日：平成15年12月 2日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           200,000               

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30,4249,6 たにざわ歯科クリニッ〒190-0023 金属床による総義歯の提供

ク 立川市柴崎町二丁目２番２０号　       （金属総義歯）第  8562号                徴収開始年月日：平成16年12月 1日
タニザワビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30,4250,4 江渡歯科医院 〒190-0012 金属床による総義歯の提供

立川市曙町三丁目４２番８号       （金属総義歯）第  8589号                徴収開始年月日：平成16年11月 5日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    479

30,4254,6 医療法人　徳真会　ま〒190-0003 金属床による総義歯の提供
つむら歯科　立川診療立川市栄町二丁目６７番地３       （金属総義歯）第  8677号                徴収開始年月日：平成17年 6月 1日
所           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2757号                  徴収開始年月日：平成17年 6月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30,4256,1 医療法人社団　芳栄会〒190-0032 金属床による総義歯の提供

　大山歯科 立川市上砂町三丁目２番地１　橋       （金属総義歯）第  8735号                徴収開始年月日：平成17年 9月29日
本事務所２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          04:チタン                                             300,000    300,000    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30,4260,3 山本歯科医院 〒190-0022 金属床による総義歯の提供

立川市錦町一丁目９番２２号       （金属総義歯）第  8754号                徴収開始年月日：平成17年 9月 3日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30,4263,7 水野歯科室 〒190-0013 金属床による総義歯の提供

立川市富士見町一丁目２３番２０       （金属総義歯）第  8898号                徴収開始年月日：平成18年 5月 1日
号　ＫＨ第３ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30,4271,0 医療法人社団　清浩会〒190-0023 金属床による総義歯の提供

　ソフィアデンタルク立川市柴崎町三丁目１番１号　エ       （金属総義歯）第  9151号                徴収開始年月日：平成19年10月 1日
リニック キュート立川４階           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  3057号                  徴収開始年月日：平成19年10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          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30,4291,8 アスカ歯科医院 〒190-0004 う蝕に罹患している患者の指導管理

立川市柏町一丁目２０番７号       （う蝕管理）第  3246号                  徴収開始年月日：平成21年10月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所        500          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30,4304,9 立川北デンタルオフィ〒190-0012 う蝕に罹患している患者の指導管理

ス 立川市曙町二丁目４番４号　昭和       （う蝕管理）第  3361号                  徴収開始年月日：平成23年 7月 1日
ビル３階           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          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30,4307,2 ひろた歯科 〒190-0022 金属床による総義歯の提供

立川市錦町二丁目１番２６号　Ｎ       （金属総義歯）第  9789号                徴収開始年月日：平成25年 8月 1日
　Ｂｕｉｌｄｉｎｇ１階　Ｂ           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           300,000    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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    480

30,4321,3 中村歯科医院 〒190-0021 金属床による総義歯の提供
立川市羽衣町二丁目２５番１０号       （金属総義歯）第  9816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
          03:コバルト                                           250,000    250,000    
          04:チタン                                             350,000    350,000    
                                白金加金                        500,000    500,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30,4322,1 鈴木歯科医院 〒190-0023 金属床による総義歯の提供

立川市柴崎町三丁目４番１４号　       （金属総義歯）第  9823号                徴収開始年月日：平成26年 2月 1日
ベルトリーサビル５階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

                                金・プラチナ                    500,000    500,000    
          04:チタン                                             350,000    350,000    
          03:コバルト                                           330,000    330,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30,4338,7 うちやま歯科クリニッ〒190-0001 金属床による総義歯の提供

ク 立川市若葉町三丁目３８番地１８       （金属総義歯）第 10019号                徴収開始年月日：平成30年 2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    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30,4339,5 立川スマイル訪問歯科〒190-0011 金属床による総義歯の提供

立川市高松町二丁目２６番１９号       （金属総義歯）第 10018号                徴収開始年月日：平成30年 1月12日
　パールハイツ２０１           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           300,000    300,000    
          04:チタン                                             450,000    450,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31,4025,8 けやき台歯科医院 〒185-0035 金属床による総義歯の提供

国分寺市西町五丁目１番地９       （金属総義歯）第  5156号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31,4044,9 北崎歯科医院 〒185-0012 金属床による総義歯の提供

国分寺市本町三丁目５番２号       （金属総義歯）第  5161号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31,4045,6 半沢歯科医院 〒185-0021 金属床による総義歯の提供

国分寺市南町三丁目１７番１号       （金属総義歯）第  5162号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31,4058,9 井上歯科医院 〒185-0021 金属床による総義歯の提供

国分寺市南町三丁目１９番１号       （金属総義歯）第  5166号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31,4059,7 我妻歯科医院 〒185-0032 金属床による総義歯の提供

国分寺市日吉町一丁目２２番地３       （金属総義歯）第  5167号                徴収開始年月日：平成 6年10月 1日
９           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    481

31,4065,4 羽田歯科医院 〒185-0013 金属床による総義歯の提供
国分寺市西恋ケ窪二丁目２５番地       （金属総義歯）第  5169号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
５           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           315,000    315,000    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31,4067,0 羽田歯科医院 〒185-0012 金属床による総義歯の提供

国分寺市本町四丁目１３番１３号       （金属総義歯）第  5171号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
　第６荒田ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31,4076,1 矢崎歯科医院 〒185-0031 金属床による総義歯の提供

国分寺市富士本三丁目１番地２２       （金属総義歯）第  5176号                徴収開始年月日：平成 6年 6月30日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31,4079,5 小池歯科医院 〒185-0022 金属床による総義歯の提供

国分寺市東元町一丁目２３番８号       （金属総義歯）第  5177号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1575号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月10日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31,4081,1 一ノ宮歯科医院 〒185-0012 金属床による総義歯の提供

国分寺市本町三丁目１１番１５号       （金属総義歯）第  5178号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
　石川ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1577号                  徴収開始年月日：平成 9年 6月 7日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31,4083,7 池田歯科医院 〒185-0022 金属床による総義歯の提供

国分寺市東元町四丁目４番３５号       （金属総義歯）第  5180号                徴収開始年月日：平成 6年10月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31,4084,5 内田歯科医院 〒185-0021 金属床による総義歯の提供

国分寺市南町三丁目１１番１２号       （金属総義歯）第  5182号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
　パークサイド秋池１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31,4086,0 医療法人社団　和梢会〒185-0024 金属床による総義歯の提供

　本間歯科医院国分寺国分寺市泉町三丁目３２番６号　       （金属総義歯）第  5184号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
診療所 宝泉ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   877号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31,4089,4 中村歯科医院 〒185-0024 金属床による総義歯の提供

国分寺市泉町三丁目３７番２号　       （金属総義歯）第  5187号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
三幸ビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    482

31,4096,9 レガデンタルクリニッ〒185-0024 金属床による総義歯の提供
ク 国分寺市泉町三丁目３５番１号　       （金属総義歯）第  5190号                徴収開始年月日：平成 6年 6月30日

西国分寺レガ東棟３階店舗１０１           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
号

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31,4097,7 にしまち歯科 〒185-0035 金属床による総義歯の提供

国分寺市西町三丁目１９番地２　       （金属総義歯）第  5192号                徴収開始年月日：平成 6年 7月 1日
メンバーズタウン国立１８号棟１           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
０２号

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31,4098,5 さくま歯科医院 〒185-0034 金属床による総義歯の提供

国分寺市光町一丁目３９番地２３       （金属総義歯）第  5193号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
　清慈ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31,4100,9 まついけ歯科 〒185-0014 金属床による総義歯の提供

国分寺市東恋ケ窪五丁目２２番地       （金属総義歯）第  5195号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
４　恵比寿ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31,4102,5 冨山歯科医院 〒185-0034 金属床による総義歯の提供

国分寺市光町二丁目１０番地２４       （金属総義歯）第  5196号                徴収開始年月日：平成 6年10月 1日
　アルコバレーノ１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31,4110,8 医療法人社団　芳栄会〒185-0032 金属床による総義歯の提供

　さくら歯科 国分寺市日吉町三丁目１番地１０       （金属総義歯）第  8736号                徴収開始年月日：平成17年 9月29日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          04:チタン                                             300,000    300,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31,4114,0 大石歯科医院 〒185-0014 金属床による総義歯の提供

国分寺市東恋ヶ窪五丁目１４番１       （金属総義歯）第  6557号                徴収開始年月日：平成 9年 1月 1日
号　アメニティ９７　２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   875号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31,4115,7 医療法人社団　杉谷祐〒185-0022 金属床による総義歯の提供

デンタルクリニック 国分寺市東元町二丁目７番１７号       （金属総義歯）第  6583号                徴収開始年月日：平成 8年12月 7日
　バームステージ国分寺１０１           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           210,000               
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31,4121,5 ひなた歯科医院 〒185-0034 金属床による総義歯の提供

国分寺市光町二丁目１５番地７       （金属総義歯）第  7583号                徴収開始年月日：平成12年 2月 8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  2132号                  徴収開始年月日：平成12年 2月 8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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    483

31,4122,3 岩田歯科医院 〒185-0014 金属床による総義歯の提供
国分寺市東恋ケ窪六丁目１番地３       （金属総義歯）第  7656号                徴収開始年月日：平成12年 3月30日
０           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2184号                  徴収開始年月日：平成12年 3月30日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31,4124,9 日吉町歯科クリニック〒185-0032 う蝕に罹患している患者の指導管理

国分寺市日吉町三丁目１５番地２       （う蝕管理）第  3115号                  徴収開始年月日：平成20年 1月15日
２　日吉町クリニックビル３階３           継続管理種類  　      価格
０１号           01:フッ化物局所      1,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31,4128,0 いちかわ歯科クリニッ〒185-0013 金属床による総義歯の提供

ク 国分寺市西恋ケ窪四丁目３０番３       （金属総義歯）第  7840号                徴収開始年月日：平成12年11月 1日
号　恋ケ窪クリニックビル３階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2313号                  徴収開始年月日：平成12年11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        200          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31,4129,8 島田歯科医院 〒185-0022 金属床による総義歯の提供

国分寺市東元町二丁目１３番４１       （金属総義歯）第  7864号                徴収開始年月日：平成13年 2月 1日
号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           250,000    250,000    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31,4130,6 野口歯科医院 〒185-0036 金属床による総義歯の提供

国分寺市高木町一丁目１１番地３       （金属総義歯）第  8035号                徴収開始年月日：平成14年 1月29日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           262,500               
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2408号                  徴収開始年月日：平成14年 1月29日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31,4132,2 のりこ小児歯科医院 〒185-0021 金属床による総義歯の提供

国分寺市南町三丁目９番２５号　       （金属総義歯）第  8151号                徴収開始年月日：平成14年 9月 1日
１０５           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2462号                  徴収開始年月日：平成14年 9月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31,4141,3 みかみ歯科医院 〒185-0011 金属床による総義歯の提供

国分寺市本多二丁目１６番２１号       （金属総義歯）第  8659号                徴収開始年月日：平成17年 5月 9日
　アビロード１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    484

31,4143,9 都筑歯科医院 〒185-0032 金属床による総義歯の提供
国分寺市日吉町二丁目３４番地１       （金属総義歯）第  8804号                徴収開始年月日：平成18年 1月 1日
７           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31,4146,2 医療法人社団　燦西会〒185-0024 金属床による総義歯の提供

　西国分寺ひきの歯科国分寺市泉町二丁目９番３号　泉       （金属総義歯）第  8959号                徴収開始年月日：平成18年 9月 1日
医院 ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           240,000    258,000    
          04:チタン                                             480,000    516,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31,4147,0 医療法人社団　こうだ〒185-0011 金属床による総義歯の提供

歯科医院 国分寺市本多五丁目５番１号　第       （金属総義歯）第  9096号                徴収開始年月日：平成19年 4月 1日
５千代鶴ビル１０１           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           262,500    210,000    
          04:チタン                                             367,500    315,000    
          02:金                                                 630,000    525,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  3024号                  徴収開始年月日：平成19年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      3,500          
          02:小窩裂溝填塞      1,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31,4148,8 医療法人社団　Ｇｏｏ〒185-0013 金属床による総義歯の提供

ｄＳｍｉｌｅ　あゆみ国分寺市西恋ケ窪一丁目３６番地       （金属総義歯）第  9190号                徴収開始年月日：平成19年10月 1日
歯科 ５　１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           200,000    200,000    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31,4151,2 有賀歯科クリニック 〒185-0021 金属床による総義歯の提供

国分寺市南町二丁目１６番２０号       （金属総義歯）第  9279号                徴収開始年月日：平成20年 4月 1日
　米沢ビル３階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          04:チタン                                             400,000    400,000    
          03:コバルト                                           350,000    350,000    
                                ニッケル                        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  3150号                  徴収開始年月日：平成20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      2,000          

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    485

31,4184,3 コランデンタルクリニ〒185-0003 金属床による総義歯の提供
ック 国分寺市戸倉一丁目５番地１４　       （金属総義歯）第  9968号                徴収開始年月日：平成28年10月 3日

恋ヶ窪ローズハイツ１０１号室（           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
Ａ区画）           04:チタン                                             350,000    350,000    

          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  3541号                  徴収開始年月日：平成28年10月 3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          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
32,4005,8 笠井歯科医院 〒194-0022 金属床による総義歯の提供

町田市森野四丁目１１番１３号       （金属総義歯）第  5201号                徴収開始年月日：平成 6年 9月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1635号                  徴収開始年月日：平成 9年 7月28日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
32,4038,9 山田歯科医院 〒194-0012 金属床による総義歯の提供

町田市金森４丁目２６番１３号       （金属総義歯）第  5206号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
32,4058,7 澤田歯科医院 〒194-0036 金属床による総義歯の提供

町田市木曽東三丁目２０番１７号       （金属総義歯）第  5209号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           210,000               
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   908号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
32,4060,3 山崎歯科 〒195-0074 金属床による総義歯の提供

町田市山崎町２２００番地       （金属総義歯）第  5210号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
32,4080,1 古内歯科医院 〒194-0015 金属床による総義歯の提供

町田市金森東四丁目１番２４号       （金属総義歯）第  5218号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          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  1020号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
32,4084,3 大谷歯科医院 〒194-0211 金属床による総義歯の提供

町田市相原町８８０番地       （金属総義歯）第  5220号                徴収開始年月日：平成 6年 7月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    486

32,4087,6 大野歯科医院 〒194-0013 金属床による総義歯の提供
町田市原町田五丁目２番１５号       （金属総義歯）第  5221号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
32,4105,6 すずかけ台歯科医院 〒194-0001 金属床による総義歯の提供

町田市つくし野三丁目１４番地６       （金属総義歯）第  5223号                徴収開始年月日：平成 8年 2月28日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
32,4118,9 古賀歯科医院 〒194-0041 金属床による総義歯の提供

町田市玉川学園二丁目１番３２号       （金属総義歯）第  5228号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
32,4121,3 川嶋歯科医院 〒194-0041 金属床による総義歯の提供

町田市玉川学園一丁目２１番１３       （金属総義歯）第  5230号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           450,000               
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
32,4122,1 森野歯科医院 〒194-0022 金属床による総義歯の提供

町田市森野一丁目２７番３号       （金属総義歯）第  5231号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           240,000    240,000    
          04:チタン                                             280,000    280,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
32,4129,6 村岡歯科医院 〒194-0003 金属床による総義歯の提供

町田市小川一丁目６番地１２       （金属総義歯）第  5235号                徴収開始年月日：平成 6年 7月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
32,4130,4 立石歯科 〒194-0011 金属床による総義歯の提供

町田市成瀬が丘三丁目３０番地４       （金属総義歯）第  5236号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
32,4138,7 まちだ桜井歯科 〒194-0022 金属床による総義歯の提供

町田市森野一丁目２３番２号　河       （金属総義歯）第  5240号                徴収開始年月日：平成 6年 7月 1日
内ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
32,4143,7 春日歯科医院 〒194-0043 金属床による総義歯の提供

町田市成瀬台三丁目８番地２       （金属総義歯）第  5242号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
32,4144,5 陸田歯科 〒194-0213 金属床による総義歯の提供

町田市常盤町３４８３番地       （金属総義歯）第  7111号                徴収開始年月日：平成10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    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
32,4150,2 菊池歯科医院 〒194-0002 金属床による総義歯の提供

町田市南つくし野二丁目２８番地       （金属総義歯）第  5244号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
１１           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    487

32,4151,0 浜田歯科医院 〒194-0011 金属床による総義歯の提供
町田市成瀬が丘二丁目１番地９       （金属総義歯）第  5245号                徴収開始年月日：平成 6年 6月30日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   565号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
32,4156,9 奈良歯科医院 〒195-0061 金属床による総義歯の提供

町田市鶴川四丁目２４番地１２       （金属総義歯）第  5246号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
32,4159,3 鈴木歯科医院 〒194-0021 金属床による総義歯の提供

町田市中町二丁目２番１８号       （金属総義歯）第  5247号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
32,4160,1 康仁歯科医院 〒195-0062 金属床による総義歯の提供

町田市大蔵町１１０８番地       （金属総義歯）第  5248号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          02:金                                                 600,000    600,000    
          03:コバルト                                           210,000    210,000    
          04:チタン                                             350,000    350,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
32,4163,5 鈴木歯科医院 〒194-0045 金属床による総義歯の提供

町田市南成瀬一丁目３番地５　相       （金属総義歯）第  5249号                徴収開始年月日：平成 6年 6月28日
鉄ローゼン３階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
32,4175,9 本 歯科 〒194-0022 金属床による総義歯の提供

町田市森野一丁目１３番１４号　       （金属総義歯）第  5255号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
日本生命ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
32,4176,7 佐藤歯科医院 〒194-0045 金属床による総義歯の提供

町田市南成瀬一丁目８番地１１　       （金属総義歯）第  5256号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
芳栄ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
32,4178,3 牧野歯科医院 〒194-0201 金属床による総義歯の提供

町田市上小山田町４５８番地       （金属総義歯）第  5258号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
32,4179,1 杉山中町歯科医院 〒194-0021 金属床による総義歯の提供

町田市中町二丁目１６番１４号       （金属総義歯）第  5259号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
32,4188,2 井口歯科医院 〒194-0041 金属床による総義歯の提供

町田市玉川学園五丁目２２番１６       （金属総義歯）第  5261号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    488

32,4198,1 平本歯科医院 〒194-0032 金属床による総義歯の提供
町田市本町田３０６９番地       （金属総義歯）第  5265号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
32,4210,4 石川歯科医院 〒194-0031 金属床による総義歯の提供

町田市南大谷９０４番地１　大沢       （金属総義歯）第  5269号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
32,4223,7 岡本歯科医院 〒194-0212 金属床による総義歯の提供

町田市小山町３２０４番地１       （金属総義歯）第  5272号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
32,4227,8 澤歯科医院 〒194-0032 金属床による総義歯の提供

町田市本町田３６７７番地４       （金属総義歯）第  5273号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           220,000    220,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
32,4228,6 医療法人社団　厚誠会〒194-0022 金属床による総義歯の提供

　歯科　町田 町田市森野一丁目１９番２０号　       （金属総義歯）第  5274号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
小田急バス町田ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          01:白金                                             1,039,500  1,039,500    
          03:コバルト                                           462,000    462,000    
          04:チタン                                             693,000    693,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   802号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      3,150          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
32,4231,0 田端歯科医院 〒194-0013 金属床による総義歯の提供

町田市原町田二丁目４番３号　ス       （金属総義歯）第  5276号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
カイパレス町田２０８           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
32,4239,3 緑山歯科クリニック 〒195-0055 金属床による総義歯の提供

町田市三輪緑山一丁目５番地２　       （金属総義歯）第  5279号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
荻野第二ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
32,4242,7 大田歯科医院 〒195-0074 金属床による総義歯の提供

町田市山崎町１３４３番地２６　       （金属総義歯）第  5280号                徴収開始年月日：平成 6年 7月 1日
山崎町ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   317号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    489

32,4246,8 鶴川駅前歯科診療所 〒195-0053 金属床による総義歯の提供
町田市能ヶ谷一丁目７番１号　ダ       （金属総義歯）第  8110号                徴収開始年月日：平成14年 6月 1日
イヤモンドビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           200,000    200,000    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
32,4264,1 夏央歯科医院 〒195-0071 金属床による総義歯の提供

町田市金井町１７００番地１　セ       （金属総義歯）第  5287号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
ゾン鶴川２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
32,4267,4 医療法人社団　小山会〒194-0004 金属床による総義歯の提供

　南町田駅前歯科 町田市鶴間三丁目２番地２　アー       （金属総義歯）第  5289号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
バンイン細野３０２号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
32,4273,2 やまざき歯科 〒194-0031 金属床による総義歯の提供

町田市南大谷８２番地　三徳本町       （金属総義歯）第  5290号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
田店２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
32,4274,0 はぎわら歯科医院 〒194-0044 う蝕に罹患している患者の指導管理

町田市成瀬七丁目１番１７号　エ       （う蝕管理）第   430号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
ルメゾン１階           継続管理種類  　      価格

          01:フッ化物局所      2,100          
          02:小窩裂溝填塞      1,050          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
32,4282,3 かぶらぎ歯科医院 〒194-0012 金属床による総義歯の提供

町田市金森二丁目１２番２６号　       （金属総義歯）第  5295号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
岩波ビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
32,4283,1 古瀬歯科医院 〒194-0043 金属床による総義歯の提供

町田市成瀬台一丁目２３番地２２       （金属総義歯）第  5296号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
32,4285,6 つちだ歯科 〒194-0013 金属床による総義歯の提供

町田市原町田六丁目２６番３号　       （金属総義歯）第  5298号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
ジョイフル町田１０１号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
32,4288,0 医療法人社団　中村歯〒194-0002 金属床による総義歯の提供

科医院 町田市南つくし野三丁目４番地２       （金属総義歯）第  5300号                徴収開始年月日：平成 6年 7月 1日
　久保田ビル２階           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   332号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
32,4298,9 浅野歯科医院 〒194-0037 金属床による総義歯の提供

町田市木曽西四丁目１０番１号　       （金属総義歯）第  5304号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
ブリグラン町田１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    490

32,4300,3 医療法人社団　菅井歯〒194-0213 金属床による総義歯の提供
科医院 町田市常盤町３６０９番地１０       （金属総義歯）第  5305号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           262,500    262,500    
          04:チタン                                             367,500    367,500    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   990号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      3,150          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
32,4301,1 鈴木歯科医院 〒194-0015 金属床による総義歯の提供

町田市金森東一丁目８番２０号       （金属総義歯）第  5306号                徴収開始年月日：平成 6年 6月30日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
32,4302,9 医療法人社団　相明会〒194-0013 金属床による総義歯の提供

　岩本歯科医院 町田市原町田四丁目３番１４号　       （金属総義歯）第  5307号                徴収開始年月日：平成 6年 6月15日
白鳥ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1192号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
32,4303,7 医療法人社団　悠久会〒194-0035 金属床による総義歯の提供

　鈴木歯科医院 町田市忠生一丁目１５番４号       （金属総義歯）第  5308号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
32,4304,5 三浦歯科医院 〒195-0072 金属床による総義歯の提供

町田市金井三丁目１７番１３号　       （金属総義歯）第  5309号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
プルミエ榛名坂１０４号室           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第     7号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
32,4305,2 医療法人社団　弘知会〒194-0002 金属床による総義歯の提供

　宮内歯科医院 町田市南つくし野三丁目１０番地       （金属総義歯）第  5310号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
２３           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
32,4307,8 相原駅前歯科医院 〒194-0211 う蝕に罹患している患者の指導管理

町田市相原町７９６番地１２　セ       （う蝕管理）第   992号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
ントラルコート１階           継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
32,4309,4 医療法人社団　佐藤歯〒194-0013 金属床による総義歯の提供

科医院 町田市原町田五丁目７番４号       （金属総義歯）第  5312号                徴収開始年月日：平成 6年 7月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    491

32,4312,8 藤堂歯科医院 〒194-0035 金属床による総義歯の提供
町田市忠生一丁目２番５号　アー       （金属総義歯）第  5313号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
バングリーンハイツ１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

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 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
32,4320,1 おがた歯科医院 〒194-0044 金属床による総義歯の提供

町田市成瀬六丁目７番５１号       （金属総義歯）第  5315号                徴収開始年月日：平成 7年 7月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   963号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
32,4326,8 かなデンタルクリニッ〒194-0041 金属床による総義歯の提供

ク 町田市玉川学園八丁目６番１９号       （金属総義歯）第  5319号                徴収開始年月日：平成 7年 6月 1日
　メゾンド秀和１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           189,000    189,000    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
32,4328,4 医療法人社団　宏真会〒194-0023 金属床による総義歯の提供

　ながさき歯科医院 町田市旭町二丁目１番５号       （金属総義歯）第  5320号                徴収開始年月日：平成 7年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
32,4329,2 成瀬南口歯科 〒194-0011 金属床による総義歯の提供

町田市成瀬が丘二丁目２４番４号       （金属総義歯）第  9614号                徴収開始年月日：平成23年 8月 1日
　桐伸ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          01:白金                                               840,000    840,000    
          02:金                                                 630,000    630,000    
          03:コバルト                                           315,000    315,000    
          04:チタン                                             525,000    525,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
32,4335,9 松﨑歯科医院 〒194-0203 金属床による総義歯の提供

町田市図師町１４５９番地１　コ       （金属総義歯）第  5322号                徴収開始年月日：平成 7年12月 1日
ージーハウス１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
32,4344,1 フクトメ歯科 〒194-0202 金属床による総義歯の提供

町田市下小山田町３３５２番地５       （金属総義歯）第  6380号                徴収開始年月日：平成 8年 9月 1日
　桜台佐藤ビル２階－Ａ           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
32,4345,8 鎌倉歯科医院 〒194-0003 金属床による総義歯の提供

町田市小川一丁目２番地８       （金属総義歯）第  6455号                徴収開始年月日：平成 8年10月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1185号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      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

[　　　　　　　　 現在 作成         頁

報告内容医療機関番号

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    492

32,4346,6 医療法人社団　秀医会〒195-0061 金属床による総義歯の提供
　濱谷歯科医院 町田市鶴川五丁目１１番地８　       （金属総義歯）第  6456号                徴収開始年月日：平成 8年 9月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          01:白金                                               525,000    525,000    
          02:金                                                 525,000    525,000    
          03:コバルト                                           315,000    315,000    
          04:チタン                                             420,000    420,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  3396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      3,150          
          02:小窩裂溝填塞      5,250          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
32,4348,2 おおす歯科医院 〒194-0023 金属床による総義歯の提供

町田市旭町二丁目７番８号　滝の       （金属総義歯）第  6534号                徴収開始年月日：平成 8年12月 1日
沢ハウス２０７号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
32,4349,0 忠生歯科医院 〒194-0035 金属床による総義歯の提供

町田市忠生三丁目１４番２９号　       （金属総義歯）第  6558号                徴収開始年月日：平成 8年11月21日
タカガネビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           189,000    157,500    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
32,4350,8 倉地歯科医院 〒194-0004 金属床による総義歯の提供

町田市鶴間二丁目９番地１２       （金属総義歯）第  6630号                徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
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 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
32,4355,7 大崎歯科医院 〒194-0202 金属床による総義歯の提供

町田市下小山田町２７３１番地１       （金属総義歯）第  7151号                徴収開始年月日：平成 9年10月 1日
２           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
32,4360,7 たきかわ歯科医院 〒194-0036 金属床による総義歯の提供

町田市木曽東一丁目４５番２号　       （金属総義歯）第  7014号                徴収開始年月日：平成10年 4月 1日
アウローラ１０２           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1795号                  徴収開始年月日：平成10年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
32,4362,3 こはら歯科医院 〒194-0033 金属床による総義歯の提供

町田市木曽町５０６番地１       （金属総義歯）第  7071号                徴収開始年月日：平成10年 5月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1824号                  徴収開始年月日：平成10年 5月 1日
          継続管理種類  　      価格



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    493

32,4365,6 藤の台団地歯科 〒194-0032 金属床による総義歯の提供
町田市本町田３１３３番地６　藤       （金属総義歯）第  7073号                徴収開始年月日：平成10年 5月 7日
の台団地２ー５４ー１０１           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
32,4369,8 いしだ歯科医院 〒194-0034 金属床による総義歯の提供

町田市根岸町１０１１番地９　マ       （金属総義歯）第  7374号                徴収開始年月日：平成11年 6月 8日
ッローネビル１０１号           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  2015号                  徴収開始年月日：平成11年 6月 8日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      2,100          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
32,4375,5 大久保歯科医院 〒194-0036 金属床による総義歯の提供

町田市木曽東四丁目２番１２号　       （金属総義歯）第  7520号                徴収開始年月日：平成11年11月 1日
グレイスヤギワ２階－Ａ           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2081号                  徴収開始年月日：平成11年11月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
32,4377,1 河野歯科クリニック 〒194-0212 金属床による総義歯の提供

町田市小山町１１９３番地       （金属総義歯）第  7569号                徴収開始年月日：平成11年11月17日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2124号                  徴収開始年月日：平成11年11月17日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
32,4378,9 多摩境五十嵐歯科医院〒194-0215 金属床による総義歯の提供

町田市小山ヶ丘三丁目２６番地１       （金属総義歯）第  7622号                徴収開始年月日：平成12年 3月 1日
　大貫ビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
32,4380,5 医療法人社団　馨香会〒194-0023 金属床による総義歯の提供

　小川歯科クリニック町田市旭町一丁目８番１３号　１       （金属総義歯）第  7623号                徴収開始年月日：平成12年 3月 9日
階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
32,4381,3 ナカガワ歯科 〒194-0036 金属床による総義歯の提供

町田市木曽東一丁目３１番２号       （金属総義歯）第  7903号                徴収開始年月日：平成13年 4月 2日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           350,000    350,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2347号                  徴収開始年月日：平成13年 4月 2日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      2,000          

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    494

32,4388,8 山崎町歯科クリニック〒195-0074 金属床による総義歯の提供
町田市山崎町３０７番地２       （金属総義歯）第  7808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
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2296号                  徴収開始年月日：平成12年10月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
32,4389,6 医療法人社団　輝翔会〒194-0045 金属床による総義歯の提供

　さしで歯科クリニッ町田市南成瀬五丁目１番地１０　       （金属総義歯）第  7809号                徴収開始年月日：平成12年10月 6日
ク サンプラザ西之久保２階Ｆ号室           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2297号                  徴収開始年月日：平成12年10月 6日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
32,4394,6 辺見歯科医院 〒194-0005 金属床による総義歯の提供

町田市南町田五丁目１５番７９号       （金属総義歯）第  8135号                徴収開始年月日：平成14年 7月10日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2374号                  徴収開始年月日：平成13年 8月28日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
32,4401,9 おおば歯科クリニック〒195-0057 金属床による総義歯の提供

町田市真光寺二丁目３７番地１１       （金属総義歯）第  8048号                徴収開始年月日：平成14年 3月 4日
　鶴川台メディカルヴィレッジ総           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
合棟１階－Ｂ う蝕に罹患している患者の指導管理

      （う蝕管理）第  2412号                  徴収開始年月日：平成14年 3月 4日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,050          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
32,4407,6 医療法人社団　咲間歯〒194-0038 金属床による総義歯の提供

科医院 町田市根岸二丁目２５番地２０       （金属総義歯）第  8184号                徴収開始年月日：平成14年 8月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
32,4418,3 はっとり歯科医院 〒194-0001 金属床による総義歯の提供

町田市つくし野二丁目３１番地１       （金属総義歯）第  8376号                徴収開始年月日：平成15年11月 1日
８           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
32,4421,7 まつむら歯科医院 〒195-0055 金属床による総義歯の提供

町田市三輪緑山三丁目１８番地１       （金属総義歯）第  8391号                徴収開始年月日：平成15年12月 1日
９           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    495

32,4426,6 医療法人社団　町田高〒194-0021 金属床による総義歯の提供
校前歯科 町田市中町四丁目１３番２２号       （金属総義歯）第  8467号                徴収開始年月日：平成16年 4月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2647号                  徴収開始年月日：平成16年 4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          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
32,4427,4 南部歯科クリニック 〒194-0003 金属床による総義歯の提供

町田市小川四丁目１７番地５　三       （金属総義歯）第  8464号                徴収開始年月日：平成16年 5月11日
和つくし野店２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2646号                  徴収開始年月日：平成16年 5月11日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
32,4439,9 医療法人社団　佑良会〒194-0036 金属床による総義歯の提供

　おぎの歯科医院 町田市木曽東四丁目１７番３３号       （金属総義歯）第  8651号                徴収開始年月日：平成17年 4月 1日
　エステートセブン木曽２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
32,4451,4 もとやま歯科クリニッ〒195-0055 金属床による総義歯の提供

ク 町田市三輪緑山四丁目１４番５号       （金属総義歯）第  8854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
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2855号                  徴収開始年月日：平成18年 5月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
32,4459,7 小林歯科医院 〒194-0014 金属床による総義歯の提供

町田市高ケ坂１８２６番地９       （金属総義歯）第  9244号                徴収開始年月日：平成20年 3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                                             400,000    400,000    
          01:白金                                               500,000    500,000    
          02:金                                                 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  3129号                  徴収開始年月日：平成20年 3月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,500          
          02:小窩裂溝填塞      1,500          

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    496

32,4460,5 やまだ歯科医院 〒194-0003 金属床による総義歯の提供
町田市小川五丁目８番１号       （金属総義歯）第  9019号                徴収開始年月日：平成19年 3月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
                                ニッケルクロム                  210,000    210,000    
          04:チタン                                             367,500    367,500    
          01:白金                                             1,050,000  1,050,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2972号                  徴収開始年月日：平成19年 3月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,500          
          02:小窩裂溝填塞      1,500          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
32,4461,3 ゆき歯科クリニック 〒195-0057 金属床による総義歯の提供

町田市真光寺二丁目１４番１１号       （金属総義歯）第  9068号                徴収開始年月日：平成19年 5月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          02:金                                                 700,000    700,000    
          04:チタン                                             400,000    400,000    
          03:コバルト                                           350,000    350,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  3008号                  徴収開始年月日：平成19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      3,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
32,4467,0 医療法人社団　アリー〒194-0041 金属床による総義歯の提供

ナ会　歯科学園クリニ町田市玉川学園二丁目７番１１号       （金属総義歯）第  9107号                徴収開始年月日：平成19年 6月 1日
ック 　井之上ビル１階           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  3032号                  徴収開始年月日：平成19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      1,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
32,4482,9 ともデンタルクリニッ〒194-0046 金属床による総義歯の提供

ク 町田市西成瀬三丁目１６番１号　       （金属総義歯）第  9298号                徴収開始年月日：平成20年 7月 1日
第３町田ビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           262,500    262,500    
          04:チタン                                             315,000    315,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  3165号                  徴収開始年月日：平成20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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    497

32,4487,8 齋藤歯科医院 〒194-0211 金属床による総義歯の提供
町田市相原町１６４６番地８       （金属総義歯）第  9860号                徴収開始年月日：平成26年 7月 4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                                             430,000    430,000    
          01:白金                                               600,000    600,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
32,4489,4 まつお歯科医院 〒194-0012 金属床による総義歯の提供

町田市金森一丁目３５番１７号       （金属総義歯）第  9390号                徴収開始年月日：平成21年 5月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           260,000    260,000    
          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  3212号                  徴収開始年月日：平成21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          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
32,4491,0 あさがお歯科 〒194-0022 金属床による総義歯の提供

町田市森野二丁目８番１０号　森       （金属総義歯）第  9400号                徴収開始年月日：平成21年 5月13日
野ビル２階           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    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
32,4493,6 医療法人社団　一峰会〒194-0044 金属床による総義歯の提供

　成瀬歯科医院 町田市成瀬八丁目２８番７号　１       （金属総義歯）第  9551号                徴収開始年月日：平成22年12月17日
階           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    
                                純チタン                        340,000    340,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
32,4494,4 おちあい歯科 〒194-0011 金属床による総義歯の提供

町田市成瀬が丘三丁目２１番地１       （金属総義歯）第  9409号                徴収開始年月日：平成21年 7月 1日
２           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          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  3228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      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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    498

32,4501,6 グリーンリーフ歯科 〒194-0015 金属床による総義歯の提供
町田市金森東一丁目２５番３３号       （金属総義歯）第  9485号                徴収開始年月日：平成22年 5月 1日
　金森メディカルプラザＢ棟２階           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  3283号                  徴収開始年月日：平成22年 5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          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
32,4517,2 赤田歯科医院 〒194-0022 金属床による総義歯の提供

町田市森野二丁目３番１０号　Ａ       （金属総義歯）第  9663号                徴収開始年月日：平成23年12月 1日
ＤＣビル３階４階           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    
          02:金                                                 500,000    500,000    
          01:白金                                               600,000    600,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
32,4518,0 ななほし歯科 〒194-0021 金属床による総義歯の提供

町田市中町三丁目１４番９号       （金属総義歯）第  9675号                徴収開始年月日：平成23年12月27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                                             250,000    200,000    
          02:金                                                 300,000    250,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  3393号                  徴収開始年月日：平成23年12月27日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      2,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
32,4521,4 のがわ歯科クリニック〒194-0013 金属床による総義歯の提供

町田市原町田二丁目５番１号　パ       （金属総義歯）第  9697号                徴収開始年月日：平成24年 3月23日
ークヒルズ町田１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           250,000    250,000    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
32,4543,8 医療法人社団　かずき〒194-0215 金属床による総義歯の提供

歯科クリニック 町田市小山ケ丘五丁目２８番地８       （金属総義歯）第  9876号                徴収開始年月日：平成26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    
          01:白金                                               350,000    350,000    
          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  3493号                  徴収開始年月日：平成26年 8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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    499

32,4544,6 川田デンタルオフィス〒194-0023 金属床による総義歯の提供
町田市旭町三丁目１番１５号　旭       （金属総義歯）第  9875号                徴収開始年月日：平成26年10月 1日
町メディカルビル４０１号室           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    
          01:白金                                               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  3492号                  徴収開始年月日：平成26年10月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      4,000          
          02:小窩裂溝填塞      4,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
32,4569,3 きばやしファミリー歯〒195-0051 金属床による総義歯の提供

科 町田市真光寺町１５０４番地３　       （金属総義歯）第  9966号                徴収開始年月日：平成28年10月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          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  3540号                  徴収開始年月日：平成28年10月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,080          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
32,4576,8 医療法人社団　山田歯〒194-0045 金属床による総義歯の提供

科成瀬クリニック 町田市南成瀬一丁目４番地５－１       （金属総義歯）第  9990号                徴収開始年月日：平成29年 4月 1日
階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           248,400    248,400    
          04:チタン                                             324,000    324,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
32,4581,8 医療法人社団　敬親会〒194-0212 金属床による総義歯の提供

　小山歯科医院 町田市小山町９２３番地２       （金属総義歯）第 10015号                徴収開始年月日：平成29年12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    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
32,4584,2 伊藤歯科医院 〒194-0036 金属床による総義歯の提供

町田市木曽東四丁目２１番３８号       （金属総義歯）第 10021号                徴収開始年月日：平成30年 1月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           200,000    200,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
33,4087,4 丸田歯科医院 〒180-0002 金属床による総義歯の提供

武蔵野市吉祥寺東町二丁目７番３       （金属総義歯）第  5333号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
33,4110,4 歯科増田医院 〒180-0022 金属床による総義歯の提供

武蔵野市境一丁目１７番６号　マ       （金属総義歯）第  5338号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
ンションむさしの２０５号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    500

33,4149,2 吉祥寺歯科医院 〒180-0004 金属床による総義歯の提供
武蔵野市吉祥寺本町一丁目８番１       （金属総義歯）第  5350号                徴収開始年月日：平成 7年 6月 1日
０号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
33,4151,8 岡崎歯科医院 〒180-0023 金属床による総義歯の提供

武蔵野市境南町三丁目３番８号       （金属総義歯）第  5351号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
33,4156,7 吉祥寺北口歯科医院 〒180-0004 金属床による総義歯の提供

武蔵野市吉祥寺本町一丁目１３番       （金属総義歯）第  5354号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
９号　山本ビル４階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1347号                  徴収開始年月日：平成 9年 5月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
33,4170,8 林歯科医院 〒180-0003 金属床による総義歯の提供

武蔵野市吉祥寺南町二丁目２０番       （金属総義歯）第  5357号                徴収開始年月日：平成 6年 7月 1日
１号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          01:白金                                             1,050,000  1,050,000    
          02:金                                                 750,000    750,000    
          03:コバルト                                           450,000    450,000    
          04:チタン                                             550,000    550,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
33,4171,6 上田歯科医院 〒180-0004 金属床による総義歯の提供

武蔵野市吉祥寺本町四丁目８番７       （金属総義歯）第  5358号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          01:白金                                               400,000    400,000    
          03:コバルト                                           200,000    200,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
33,4182,3 北條歯科医院 〒180-0006 金属床による総義歯の提供

武蔵野市中町三丁目５番１３号       （金属総義歯）第  5363号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
33,4185,6 星歯科 〒180-0004 金属床による総義歯の提供

武蔵野市吉祥寺本町二丁目１０番       （金属総義歯）第  5365号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
１号　一番ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
33,4188,0 我妻歯科 〒180-0004 金属床による総義歯の提供

武蔵野市吉祥寺本町二丁目１０番       （金属総義歯）第  5366号                徴収開始年月日：平成 6年12月 1日
５号　Ｋ＆Ａビル３階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
33,4189,8 木村歯科医院 〒180-0003 金属床による総義歯の提供

武蔵野市吉祥寺南町三丁目３２番       （金属総義歯）第  5367号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
８号　佐藤ビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           300,000    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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    501

33,4192,2 グリーンパレス歯科医〒180-0022 金属床による総義歯の提供
院 武蔵野市境二丁目１３番７号　グ       （金属総義歯）第  5369号                徴収開始年月日：平成 6年10月 1日

リーンパレス１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
33,4194,8 布施歯科医院 〒180-0003 金属床による総義歯の提供

武蔵野市吉祥寺南町一丁目２７番       （金属総義歯）第  5370号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
１号　吉祥寺パインクレスト１０           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
６

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
33,4198,9 西久保歯科医院 〒180-0013 金属床による総義歯の提供

武蔵野市西久保二丁目１５番２号       （金属総義歯）第  9996号                徴収開始年月日：平成29年 7月 1日
　センチュリー武蔵野１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           250,000    250,000    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
33,4200,3 伊藤歯科医院 〒180-0012 金属床による総義歯の提供

武蔵野市緑町一丁目６番２６号       （金属総義歯）第  5371号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          02: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  1348号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
33,4203,7 鳴海デンタルクリニッ〒180-0004 金属床による総義歯の提供

ク 武蔵野市吉祥寺本町二丁目３３番       （金属総義歯）第  5373号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
１２号　ビラージュｕ１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
33,4205,2 後藤歯科医院 〒180-0002 金属床による総義歯の提供

武蔵野市吉祥寺東町二丁目１７番       （金属総義歯）第  7153号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
１号　吉祥寺マンション１０２号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
33,4214,4 曽根歯科医院 〒180-0023 金属床による総義歯の提供

武蔵野市境南町二丁目２７番５号       （金属総義歯）第  5378号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
　プレジデント武蔵野１０２号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
33,4218,5 星野歯科医院 〒180-0022 金属床による総義歯の提供

武蔵野市境二丁目８番１号　ＭＳ       （金属総義歯）第  5380号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
ビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1691号                  徴収開始年月日：平成 9年12月 1日
          継続管理種類  　      価格

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    502

33,4224,3 池園歯科クリニック 〒180-0005 金属床による総義歯の提供
武蔵野市御殿山一丁目４番１９号       （金属総義歯）第  5383号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          01:白金                                               600,000    400,000    
          02:金                                                 450,000    400,000    
          03:コバルト                                           280,000    280,000    
          04:チタン                                             300,000    300,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
33,4226,8 医療法人社団　飛鳥会〒180-0006 金属床による総義歯の提供

　とびた歯科 武蔵野市中町一丁目１５番５号　       （金属総義歯）第  5384号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
３０１           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1543号                  徴収開始年月日：平成 9年 5月23日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
33,4227,6 医療法人社団　油川歯〒180-0013 金属床による総義歯の提供

科医院 武蔵野市西久保二丁目２０番７号       （金属総義歯）第  5385号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
　パレス武蔵野５　１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
33,4231,8 吉祥寺南町歯科 〒180-0003 金属床による総義歯の提供

武蔵野市吉祥寺南町五丁目３番２       （金属総義歯）第  5387号                徴収開始年月日：平成 6年 7月 1日
０号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
33,4235,9 けやき歯科医院 〒180-0001 金属床による総義歯の提供

武蔵野市吉祥寺北町三丁目５番４       （金属総義歯）第  5389号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
１号　コーポけやき１０３号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
33,4237,5 小山歯科医院 〒180-0005 金属床による総義歯の提供

武蔵野市御殿山一丁目２番２号　       （金属総義歯）第  5392号                徴収開始年月日：平成 6年 8月 1日
アレーテ高橋４階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   441号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
33,4242,5 林歯科医院 〒180-0006 金属床による総義歯の提供

武蔵野市中町一丁目１３番１号　       （金属総義歯）第  5394号                徴収開始年月日：平成 7年 4月21日
駅前田辺ビル５階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1431号                  徴収開始年月日：平成 9年 5月 8日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
33,4243,3 医療法人社団　星宿会〒180-0004 金属床による総義歯の提供

　柳澤歯科医院 武蔵野市吉祥寺本町四丁目１８番       （金属総義歯）第  6291号                徴収開始年月日：平成 8年 6月 1日
６号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    503

33,4246,6 水村歯科医院 〒180-0004 金属床による総義歯の提供
武蔵野市吉祥寺本町一丁目３３番       （金属総義歯）第  5395号                徴収開始年月日：平成 7年 8月 1日
２３号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   720号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
33,4251,6 宮原歯科医院 〒180-0006 金属床による総義歯の提供

武蔵野市中町三丁目１７番１２号       （金属総義歯）第  6292号                徴収開始年月日：平成 8年 8月 1日
　ルミエール武蔵野１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   347号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
33,4253,2 こせ歯科医院 〒180-0002 金属床による総義歯の提供

武蔵野市吉祥寺東町一丁目２番６       （金属総義歯）第  6535号                徴収開始年月日：平成 8年12月20日
号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   177号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
33,4254,0 田村歯科医院 〒180-0002 う蝕に罹患している患者の指導管理

武蔵野市吉祥寺東町一丁目２４番       （う蝕管理）第  1069号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
２１号           継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
33,4256,5 大村歯科診療所 〒180-0003 金属床による総義歯の提供

武蔵野市吉祥寺南町二丁目２８番       （金属総義歯）第  6537号                徴収開始年月日：平成 8年11月 1日
１１号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           400,000    400,000    
          04:チタン                                             450,000    450,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
33,4257,3 中川歯科医院 〒180-0001 金属床による総義歯の提供

武蔵野市吉祥寺北町一丁目２３番       （金属総義歯）第  6581号                徴収開始年月日：平成 9年 1月22日
１号　           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          04:チタン                                             320,000               
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
33,4258,1 宮原歯科医院 〒180-0004 金属床による総義歯の提供

武蔵野市吉祥寺本町一丁目３５番       （金属総義歯）第  6585号                徴収開始年月日：平成 9年 1月 4日
７号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
33,4259,9 マリ歯科医院 〒180-0006 金属床による総義歯の提供

武蔵野市中町三丁目２７番１７号       （金属総義歯）第  9890号                徴収開始年月日：平成27年 2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    84号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    504

33,4260,7 医療法人社団　進正会〒180-0013 金属床による総義歯の提供
　岡歯科医院 武蔵野市西久保三丁目２番２２号       （金属総義歯）第  6750号                徴収開始年月日：平成 9年 7月 1日

　イノグリーンフォレスト１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
33,4263,1 あしだて歯科医院 〒180-0023 金属床による総義歯の提供

武蔵野市境南町二丁目９番１３号       （金属総義歯）第  6982号                徴収開始年月日：平成10年 2月 1日
　グリーンサンハイツ１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1760号                  徴収開始年月日：平成10年 2月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
33,4265,6 秋本歯科医院 〒180-0022 金属床による総義歯の提供

武蔵野市境一丁目２番２６号　第       （金属総義歯）第  7075号                徴収開始年月日：平成10年 4月 1日
６秋本ビル３階           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  1821号                  徴収開始年月日：平成10年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
33,4266,4 医療法人社団　吉咲会〒180-0001 金属床による総義歯の提供

　ふそう歯科 武蔵野市吉祥寺北町三丁目５番１       （金属総義歯）第  7076号                徴収開始年月日：平成10年 3月19日
８号　１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
33,4267,2 兵頭歯科医院 〒180-0022 金属床による総義歯の提供

武蔵野市境一丁目１４番８号       （金属総義歯）第  7112号                徴収開始年月日：平成10年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1861号                  徴収開始年月日：平成10年 6月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
33,4275,5 岩崎歯科クリニック 〒180-0001 金属床による総義歯の提供

武蔵野市吉祥寺北町二丁目１番１       （金属総義歯）第  7624号                徴収開始年月日：平成12年 3月 1日
５号　イオ吉祥寺１０１           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           262,500    262,500    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2142号                  徴収開始年月日：平成12年 3月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
33,4276,3 かまち歯科クリニック〒180-0004 金属床による総義歯の提供

武蔵野市吉祥寺本町一丁目７番３       （金属総義歯）第  7625号                徴収開始年月日：平成12年 5月 1日
号　吉祥寺横田ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    505

33,4289,6 なごみ歯科クリニック〒180-0006 金属床による総義歯の提供
武蔵野市中町一丁目２２番３号　       （金属総義歯）第  8113号                徴収開始年月日：平成14年 6月 1日
マイトスクエア１０２号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2445号                  徴収開始年月日：平成14年 6月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
33,4316,7 医療法人社団　成志会〒180-0006 金属床による総義歯の提供

　コミヤマ歯科クリニ武蔵野市中町一丁目６番４号　三       （金属総義歯）第  8578号                徴収開始年月日：平成16年11月 1日
ック 鷹山田ビル４階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
33,4318,3 松本歯科 〒180-0004 金属床による総義歯の提供

武蔵野市吉祥寺本町二丁目１番７       （金属総義歯）第  8616号                徴収開始年月日：平成16年12月22日
号　吉祥寺ＤＭビル４階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
33,4322,5 いづみ歯科クリニック〒180-0023 金属床による総義歯の提供

武蔵野市境南町三丁目８番７号　       （金属総義歯）第  8807号                徴収開始年月日：平成18年 2月 6日
アーク境南町１０１           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2833号                  徴収開始年月日：平成18年 2月 6日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      2,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
33,4325,8 歯科川﨑医院 〒180-0022 金属床による総義歯の提供

武蔵野市境二丁目２番１８号　Ｍ       （金属総義歯）第  8825号                徴収開始年月日：平成18年 3月 1日
Ｈビル２０１           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
33,4330,8 医療法人社団　顯歯会〒180-0023 金属床による総義歯の提供

　遊佐歯科医院 武蔵野市境南町二丁目３番１６号       （金属総義歯）第  9098号                徴収開始年月日：平成19年 5月 7日
　武蔵境第１高木ビル７階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          02:金                                                 630,000    630,000    
          03:コバルト                                           262,500    262,500    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
33,4332,4 田辺歯科医院 〒180-0022 金属床による総義歯の提供

武蔵野市境五丁目２０番５号       （金属総義歯）第  9152号                徴収開始年月日：平成19年 7月16日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           250,000    250,000    
          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  3058号                  徴収開始年月日：平成19年 7月16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          

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    506

33,4336,5 内山歯科医院 〒180-0003 金属床による総義歯の提供
武蔵野市吉祥寺南町四丁目２７番       （金属総義歯）第  9228号                徴収開始年月日：平成20年 1月 1日
１０号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           220,000    220,000    
          04:チタン                                             350,000    350,000    
          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  3116号                  徴収開始年月日：平成20年 1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          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
33,4338,1 きりもと矯正・小児歯〒180-0001 う蝕に罹患している患者の指導管理

科医院 武蔵野市吉祥寺北町四丁目１３番       （う蝕管理）第  3130号                  徴収開始年月日：平成20年 3月 1日
７号           継続管理種類  　      価格

          01:フッ化物局所      1,260          
          02:小窩裂溝填塞      1,050          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
33,4343,1 むさしのグリーン歯科〒180-0012 金属床による総義歯の提供

武蔵野市緑町一丁目３番１５号　       （金属総義歯）第  9315号                徴収開始年月日：平成20年 8月 1日
京王むさしのビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          04:チタン                                             350,000    350,000    
          03:コバルト                                           250,000    250,000    
          01:白金                                               350,000    350,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
33,4352,2 医療法人社団　志礼会〒180-0023 金属床による総義歯の提供

　武蔵境駅前歯科 武蔵野市境南町二丁目３番６号　       （金属総義歯）第  9472号                徴収開始年月日：平成22年 3月 1日
イトーヨーカドー武蔵境店西館Ｂ           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
１階           03:コバルト                                           300,000    300,000    

          02:金                                                 400,000    400,000    
          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  3275号                  徴収開始年月日：平成22年 3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          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
33,4367,0 こうさか歯科 〒180-0021 金属床による総義歯の提供

武蔵野市桜堤一丁目４番１８号       （金属総義歯）第  9642号                徴収開始年月日：平成23年 9月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           315,000    315,000    
          04:チタン                                             525,000    525,000    

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    507

33,4377,9 辰野歯科医院 〒180-0004 金属床による総義歯の提供
武蔵野市吉祥寺本町二丁目３１番       （金属総義歯）第  9817号                徴収開始年月日：平成25年12月 1日
２号　ケヤキビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           400,000    400,000    
          04:チタン                                             500,000    500,000    
          02:金                                                 800,000    800,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
33,4380,3 歯科　森の四季 〒180-0003 金属床による総義歯の提供

武蔵野市吉祥寺南町二丁目８番９       （金属総義歯）第  9874号                徴収開始年月日：平成26年 9月 1日
号　２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           250,000    250,000    
          04:チタン                                             320,000    320,000    
          02:金                                                 500,000    450,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
33,4382,9 秋本スマイル歯科 〒180-0023 金属床による総義歯の提供

武蔵野市境南町二丁目１０番５号       （金属総義歯）第  9870号                徴収開始年月日：平成26年 7月 1日
　第１秋本ビル１階           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  3490号                  徴収開始年月日：平成26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      1,500          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
33,4391,0 ｔｅｒａｓｕ歯科 〒180-0001 金属床による総義歯の提供

武蔵野市吉祥寺北町四丁目１１番       （金属総義歯）第  9937号                徴収開始年月日：平成28年 4月 1日
１０号　ベルデ吉祥寺　１階           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    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  3527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      2,500          
          02:小窩裂溝填塞      2,500          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
33,4393,6 医療法人社団　新仁会〒180-0003 金属床による総義歯の提供

　吉祥寺南歯科 武蔵野市吉祥寺南町四丁目１０番       （金属総義歯）第  9951号                徴収開始年月日：平成28年 7月 1日
１２号　ＳＵＮ吉祥寺ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           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  3534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      3,000          
          02:小窩裂溝填塞      2,000          

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    508

34,4033,6 飯田歯科医院 〒186-0003 金属床による総義歯の提供
国立市富士見台二丁目１３番地１       （金属総義歯）第  7977号                徴収開始年月日：平成13年 9月 1日
５           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           150,000               
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
34,4034,4 森田歯科医院 〒186-0001 金属床による総義歯の提供

国立市北三丁目２７番地１       （金属総義歯）第  5406号                徴収開始年月日：平成 6年 8月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
34,4039,3 服部歯科医院 〒186-0004 金属床による総義歯の提供

国立市中二丁目２２番地５６　富       （金属総義歯）第  9265号                徴収開始年月日：平成20年 3月 1日
士見ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

                                コバルトクロウム                300,000    300,000    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
34,4043,5 山本歯科医院 〒186-0003 金属床による総義歯の提供

国立市富士見台二丁目２７番地１       （金属総義歯）第  5409号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
34,4046,8 川北歯科医院 〒186-0001 金属床による総義歯の提供

国立市北一丁目２番地１０       （金属総義歯）第  5411号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
34,4057,5 石田歯科医院 〒186-0002 金属床による総義歯の提供

国立市東四丁目２５番地２       （金属総義歯）第  5415号                徴収開始年月日：平成 6年 7月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
34,4066,6 ナカゾエ歯科 〒186-0011 金属床による総義歯の提供

国立市谷保６７１９番地３       （金属総義歯）第  5417号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
34,4068,2 守永歯科医院 〒186-0003 金属床による総義歯の提供

国立市富士見台二丁目４０番地１       （金属総義歯）第  5418号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
34,4074,0 医療法人社団　和梢会〒186-0002 金属床による総義歯の提供

　本間歯科医院 国立市東三丁目７番地９       （金属総義歯）第  5421号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   876号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
34,4076,5 宮奈歯科医院 〒186-0003 金属床による総義歯の提供

国立市富士見台一丁目１３番地８       （金属総義歯）第  5423号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
　藤岡ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    509

34,4077,3 中里歯科医院 〒186-0004 金属床による総義歯の提供
国立市中二丁目３番地２０       （金属総義歯）第  5424号                徴収開始年月日：平成 6年 7月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
34,4078,1 聖歯科医院 〒186-0002 金属床による総義歯の提供

国立市東一丁目６番地２０       （金属総義歯）第  5425号                徴収開始年月日：平成 6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    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
34,4080,7 池田歯科医院 〒186-0005 金属床による総義歯の提供

国立市西二丁目２４番地１０       （金属総義歯）第  5426号                徴収開始年月日：平成 6年 7月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
34,4082,3 日ビル歯科医院 〒186-0003 金属床による総義歯の提供

国立市富士見台二丁目１４番地２       （金属総義歯）第  5427号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
　日本ビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           315,000               
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   811号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
34,4083,1 松浦歯科医院 〒186-0002 金属床による総義歯の提供

国立市東二丁目１９番地２９       （金属総義歯）第  5428号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
34,4084,9 中山歯科医院 〒186-0004 金属床による総義歯の提供

国立市中一丁目１０番地４５       （金属総義歯）第  5429号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
34,4085,6 なかにし歯科 〒186-0005 金属床による総義歯の提供

国立市西二丁目１４番地４９       （金属総義歯）第  5430号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
34,4088,0 小林歯科クリニック 〒186-0003 金属床による総義歯の提供

国立市富士見台一丁目１３番地１       （金属総義歯）第  5433号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
０　マロニエ・ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
34,4091,4 植野歯科医院 〒186-0002 金属床による総義歯の提供

国立市東二丁目２８番地８       （金属総義歯）第  5434号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
34,4092,2 滝沢歯科医院 〒186-0003 金属床による総義歯の提供

国立市富士見台二丁目１６番地４       （金属総義歯）第  5435号                徴収開始年月日：平成 8年 4月 1日
　トーコービル３０２           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    510

34,4096,3 杉森デンタルクリニッ〒186-0011 金属床による総義歯の提供
ク 国立市谷保６０６９番地５       （金属総義歯）第  6753号                徴収開始年月日：平成 9年 5月20日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1518号                  徴収開始年月日：平成 9年 5月22日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
34,4109,4 川嶋歯科医院 〒186-0003 金属床による総義歯の提供

国立市富士見台一丁目１４番地１       （金属総義歯）第  7919号                徴収開始年月日：平成13年 6月 1日
２           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
34,4113,6 国立デンタルオフィス〒186-0002 金属床による総義歯の提供

国立市東一丁目１４番地１１　ヴ       （金属総義歯）第  8411号                徴収開始年月日：平成16年 2月 1日
ルーム国立ビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2609号                  徴収開始年月日：平成16年 2月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
34,4115,1 角田歯科医院 〒186-0002 金属床による総義歯の提供

国立市東二丁目１１番地６       （金属総義歯）第  8513号                徴収開始年月日：平成16年 7月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
34,4118,5 パーク歯科 〒186-0002 う蝕に罹患している患者の指導管理

国立市東一丁目１６番地１７　国       （う蝕管理）第  3357号                  徴収開始年月日：平成23年 6月29日
立中央ビルポポロショッピングセ           継続管理種類  　      価格
ンター国立館３階           01:フッ化物局所        600          

          02:小窩裂溝填塞      1,500          
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
34,4124,3 国立さくら歯科 〒186-0002 金属床による総義歯の提供

国立市東一丁目６番地１５　松岡       （金属総義歯）第  8812号                徴収開始年月日：平成18年 3月 1日
国立ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2835号                  徴収開始年月日：平成18年 3月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
34,4126,8 富士見通り歯科クリニ〒186-0004 金属床による総義歯の提供

ック 国立市中一丁目１５番地２　向陽       （金属総義歯）第  8897号                徴収開始年月日：平成18年 7月 1日
ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2895号                  徴収開始年月日：平成18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        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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    511

34,4130,0 山下歯科医院 〒186-0002 金属床による総義歯の提供
国立市東４丁目５番地３３       （金属総義歯）第  9099号                徴収開始年月日：平成19年 4月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           231,000    231,000    
          04:チタン                                             315,000    315,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  3026号                  徴収開始年月日：平成19年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,050          
          02:小窩裂溝填塞      1,050          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
34,4135,9 きしの歯科・口腔外科〒186-0002 金属床による総義歯の提供

クリニック 国立市東一丁目１６番地８       （金属総義歯）第  9141号                徴収開始年月日：平成19年 9月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          04:チタン                                             500,000    500,000    
          02:金                                                 500,000    500,000    
          03:コバルト                                           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  3047号                  徴収開始年月日：平成19年 9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      2,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
34,4136,7 医療法人社団　オーラ〒186-0002 金属床による総義歯の提供

ル　コミュニケーショ国立市東一丁目７番地５　弥生ビ       （金属総義歯）第  9171号                徴収開始年月日：平成19年10月 1日
ン　くにたち旭通り歯ル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
科プレミアム           03:コバルト                                           350,000    350,000    

          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  3075号                  徴収開始年月日：平成19年10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          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
34,4153,2 あさ歯科医院 〒186-0004 金属床による総義歯の提供

国立市中一丁目１３番地８３       （金属総義歯）第  9711号                徴収開始年月日：平成24年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           250,000    250,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
34,4155,7 つる歯科医院 〒186-0002 金属床による総義歯の提供

国立市東一丁目１番１７号　レジ       （金属総義歯）第  9804号                徴収開始年月日：平成25年 1月 1日
デンスケンセイ１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           350,000    350,000    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    512

35,4061,4 石原歯科 〒191-0043 金属床による総義歯の提供
日野市平山二丁目４１番地３       （金属総義歯）第  5447号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   889号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
35,4068,9 雨宮歯科医院 〒191-0011 金属床による総義歯の提供

日野市日野本町二丁目２０番地１       （金属総義歯）第  5449号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
３           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           260,000    260,000    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
35,4073,9 土屋歯科医院 〒191-0016 金属床による総義歯の提供

日野市神明二丁目８番地１３       （金属総義歯）第  5453号                徴収開始年月日：平成 6年 7月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
35,4086,1 ウスイ歯科診療所 〒191-0012 金属床による総義歯の提供

日野市日野１３５２番地       （金属総義歯）第  5455号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
35,4095,2 斎藤歯科医院 〒191-0012 金属床による総義歯の提供

日野市日野３８９番地１       （金属総義歯）第  5457号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                                      250,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
35,4097,8 おくやま歯科 〒191-0041 金属床による総義歯の提供

日野市南平七丁目６番地５３       （金属総義歯）第  5458号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          01:白金                                               300,000    300,000    
          02:金                                                 300,000    300,000    
          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  1342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      2,000          
          02:小窩裂溝填塞      2,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
35,4106,7 清水歯科医院 〒191-0055 金属床による総義歯の提供

日野市西平山一丁目２６番地１７       （金属総義歯）第  5462号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    513

35,4108,3 ゆうき歯科医院 〒191-0043 金属床による総義歯の提供
日野市平山四丁目２番地１　小林       （金属総義歯）第  5464号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
ビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           240,000    240,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1167号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
35,4112,5 史歯科医院 〒191-0041 金属床による総義歯の提供

日野市南平三丁目１６番地４　ニ       （金属総義歯）第  5466号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
ュートリノビル１階           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   817号                  徴収開始年月日：平成 9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      2,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
35,4127,3 山名歯科医院 〒191-0062 金属床による総義歯の提供

日野市多摩平六丁目２２番地２       （金属総義歯）第  5472号                徴収開始年月日：平成 7年10月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
35,4130,7 髙品歯科医院 〒191-0011 金属床による総義歯の提供

日野市日野本町一丁目１２番地１       （金属総義歯）第  5474号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
３　２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2827号                  徴収開始年月日：平成18年 1月27日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
35,4132,3 佐藤歯科医院 〒191-0024 金属床による総義歯の提供

日野市万願寺四丁目３０番地１       （金属総義歯）第  5476号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
35,4135,6 渋谷歯科医院 〒191-0001 金属床による総義歯の提供

日野市栄町一丁目２番地１　七和       （金属総義歯）第  5478号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
ビル１０３号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
35,4137,2 森田歯科医院 〒191-0062 金属床による総義歯の提供

日野市多摩平六丁目３番地２０       （金属総義歯）第  5479号                徴収開始年月日：平成 6年 7月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
35,4139,8 松井歯科医院 〒191-0065 金属床による総義歯の提供

日野市旭が丘二丁目７番地２７       （金属総義歯）第  5480号                徴収開始年月日：平成 7年 9月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    514

35,4142,2 医療法人社団　宏優会〒191-0033 金属床による総義歯の提供
　久木元歯科クリニッ日野市百草１９４番地　第三双洋       （金属総義歯）第  5484号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
ク ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           250,000    250,000    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
35,4143,0 内田歯科医院 〒191-0016 金属床による総義歯の提供

日野市神明四丁目１８番地２７       （金属総義歯）第  5481号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
35,4147,1 四宮歯科医院 〒191-0022 う蝕に罹患している患者の指導管理

日野市新井７３２番地２       （う蝕管理）第  1212号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
35,4148,9 竹内歯科 〒191-0062 う蝕に罹患している患者の指導管理

日野市多摩平一丁目２番地２　ア       （う蝕管理）第  3488号                  徴収開始年月日：平成26年 8月 1日
ムーザビル２階           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          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
35,4149,7 みねぎし歯科 〒191-0024 予約に基づく診察

日野市万願寺二丁目３３番地６       （予約診察）第 26681号                  徴収開始年月日：平成27年 2月 1日
          診療科      予約料     予約料     予約料     予約料     予約料
          51:歯       16,200                                              

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
35,4161,2 医療法人社団　潤徳会〒191-0031 金属床による総義歯の提供

　久富歯科クリニック日野市高幡１００１番地８　久野       （金属総義歯）第  6587号                徴収開始年月日：平成 9年 2月 3日
第２ビル５階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           160,000    160,000    
          04:チタン                                             240,000    240,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
35,4163,8 たけい歯科室 〒191-0061 金属床による総義歯の提供

日野市大坂上一丁目３０番地２０       （金属総義歯）第  6632号                徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
号　松野ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           200,000               
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
35,4166,1 河端歯科医院 〒191-0053 金属床による総義歯の提供

日野市豊田三丁目３８番地７　メ       （金属総義歯）第  6955号                徴収開始年月日：平成10年 1月 1日
ープルナイン・マンション１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1738号                  徴収開始年月日：平成10年 1月 1日
          継続管理種類  　      価格

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    515

35,4170,3 武内歯科医院 〒191-0031 金属床による総義歯の提供
日野市高幡４３４番地　グリーン       （金属総義歯）第  7549号                徴収開始年月日：平成11年12月 1日
ウェイテラス１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2095号                  徴収開始年月日：平成11年12月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
35,4172,9 根田歯科医院 〒191-0062 金属床による総義歯の提供

日野市多摩平一丁目４番地２　根       （金属総義歯）第  7319号                徴収開始年月日：平成11年 1月21日
田ビル２０１           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1962号                  徴収開始年月日：平成11年 1月21日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
35,4180,2 医療法人社団　日向会〒191-0003 金属床による総義歯の提供

　加藤歯科医院 日野市日野台五丁目１６番地１５       （金属総義歯）第  7626号                徴収開始年月日：平成12年 4月 1日
　１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
35,4182,8 佐藤歯科クリニック 〒191-0041 金属床による総義歯の提供

日野市南平六丁目１４番地２７　       （金属総義歯）第  7865号                徴収開始年月日：平成13年 2月 1日
南平下山ビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2328号                  徴収開始年月日：平成13年 2月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
35,4194,3 和光堂歯科医院 〒191-0062 金属床による総義歯の提供

日野市多摩平六丁目４０番地２       （金属総義歯）第  8185号                徴収開始年月日：平成14年 8月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
35,4200,8 黒沢歯科医院 〒191-0062 金属床による総義歯の提供

日野市多摩平一丁目６番２０号       （金属総義歯）第  8374号                徴収開始年月日：平成15年11月 4日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           210,000    210,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2589号                  徴収開始年月日：平成15年11月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
35,4201,6 ひのき歯科医院 〒191-0031 金属床による総義歯の提供

日野市高幡１０００番地７　ＧＴ       （金属総義歯）第  8407号                徴収開始年月日：平成16年 1月 1日
－Ⅱ　４階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    516

35,4208,1 田中歯科医院 〒191-0062 金属床による総義歯の提供
日野市多摩平一丁目２番地９       （金属総義歯）第  8732号                徴収開始年月日：平成17年 9月12日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           315,000    315,000    
          04:チタン                                             367,500               
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2787号                  徴収開始年月日：平成17年 9月12日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      3,150          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
35,4212,3 くわはら歯科医院 〒191-0031 金属床による総義歯の提供

日野市高幡１００１番地３　プレ       （金属総義歯）第  9720号                徴収開始年月日：平成24年 8月 2日
ミール高幡２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           250,000    250,000    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
35,4219,8 高幡駅前歯科医院 〒191-0031 金属床による総義歯の提供

日野市高幡１２８番地５　京王高       （金属総義歯）第  9069号                徴収開始年月日：平成19年 3月28日
幡ショッピングセンター２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           250,000    250,000    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
35,4221,4 オレンジ歯科 〒191-0065 金属床による総義歯の提供

日野市旭が丘六丁目１番地１　       （金属総義歯）第  9172号                徴収開始年月日：平成19年11月 1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                                             350,000    350,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  3076号                  徴収開始年月日：平成19年11月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      2,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
35,4223,0 高幡北口歯科医院 〒191-0031 金属床による総義歯の提供

日野市高幡３２０番地１０       （金属総義歯）第  9280号                徴収開始年月日：平成20年 4月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          04:チタン                                             250,000    250,000    
                                ニッケル                        200,000    200,000    
          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  3151号                  徴収開始年月日：平成20年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,000          
          02:小窩裂溝填塞      1,000          

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



保険外併用療養費医療機関名簿

 医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 病床数

[　　　　　　　　 現在 作成         頁

報告内容医療機関番号

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    517

35,4229,7 日野新町歯科医院 〒191-0002 金属床による総義歯の提供
日野市新町一丁目１９番地３　マ       （金属総義歯）第  9543号                徴収開始年月日：平成22年12月 1日
ストライフ日野１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           315,000    315,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  3318号                  徴収開始年月日：平成22年12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      1,050          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
35,4231,3 高幡歯科診療所 〒191-0031 金属床による総義歯の提供

日野市高幡３番地１６　后会館２       （金属総義歯）第  9681号                徴収開始年月日：平成24年 4月 1日
階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          01:白金                                               367,500    367,500    
          03:コバルト                                           315,000    315,000    
          04:チタン                                             420,000    420,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  3401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      3,150          
          02:小窩裂溝填塞      1,570          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
35,4232,1 がもう歯科医院 〒191-0041 金属床による総義歯の提供

日野市南平七丁目２１番地１１       （金属総義歯）第  9685号                徴収開始年月日：平成24年 3月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           280,000    280,000    
          04:チタン                                             400,000    400,000    
          02:金                                                 450,000    450,000    
          01:白金                                               500,000    500,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
35,4244,6 日野ファミリー歯科医〒191-0011 金属床による総義歯の提供

院 日野市日野本町三丁目１０番地３       （金属総義歯）第  9985号                徴収開始年月日：平成29年 4月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           324,000    324,000    
          04:チタン                                             378,000    378,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
35,4246,1 すぎたデンタルクリニ〒191-0012 金属床による総義歯の提供

ック 日野市大字日野１０２４番地３　       （金属総義歯）第  9992号                徴収開始年月日：平成29年 7月 1日
甲州街道駅前ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           300,000    300,000    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
36,4038,0 平山歯科医院 〒181-0012 金属床による総義歯の提供

三鷹市上連雀二丁目１０番１２号       （金属総義歯）第  5489号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           210,000    210,000    

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    518

36,4068,7 仲井歯科医院 〒181-0001 金属床による総義歯の提供
三鷹市井の頭三丁目１９番４号       （金属総義歯）第  5494号                徴収開始年月日：平成 6年 6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                                             250,000               

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
36,4078,6 諸田歯科医院 〒181-0011 金属床による総義歯の提供

三鷹市井口三丁目１９番３３号       （金属総義歯）第  5495号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
36,4086,9 蔵田歯科医院 〒181-0013 金属床による総義歯の提供

三鷹市下連雀三丁目２９番４号　       （金属総義歯）第  5496号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
大蔵ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
36,4087,7 渥美歯科医院 〒181-0005 金属床による総義歯の提供

三鷹市中原四丁目４番１３号       （金属総義歯）第  5497号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
36,4089,3 池原歯科医院 〒181-0004 金属床による総義歯の提供

三鷹市新川四丁目５番１３号       （金属総義歯）第  5498号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           250,000    250,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
36,4103,2 ムサシ歯科医院 〒181-0012 金属床による総義歯の提供

三鷹市上連雀四丁目９番９号       （金属総義歯）第  5501号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
36,4122,2 新川歯科医院 〒181-0004 金属床による総義歯の提供

三鷹市新川三丁目１７番１号       （金属総義歯）第  5504号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
36,4127,1 ちはら歯科医院 〒181-0001 金属床による総義歯の提供

三鷹市井の頭二丁目７番８号　三       （金属総義歯）第  5506号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
鷹台プラザ２階２０２号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
36,4138,8 にしやま歯科 〒181-0015 金属床による総義歯の提供

三鷹市大沢四丁目１２番２５号       （金属総義歯）第  5507号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
36,4139,6 馬場歯科医院 〒181-0004 金属床による総義歯の提供

三鷹市新川五丁目９番１１号       （金属総義歯）第  5508号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           262,500    262,500    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
36,4147,9 ユーカリビルデンタル〒181-0014 金属床による総義歯の提供

クリニック 三鷹市野崎一丁目１６番４号　ユ       （金属総義歯）第  6293号                徴収開始年月日：平成 8年 7月 1日
ーカリビル           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    519

36,4157,8 杉井歯科医院 〒181-0003 金属床による総義歯の提供
三鷹市北野四丁目５番３０号　モ       （金属総義歯）第  5515号                徴収開始年月日：平成 7年 3月 1日
リケンハウス２０１           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
36,4169,3 笹川歯科医院 〒181-0002 金属床による総義歯の提供

三鷹市牟礼六丁目１５番８号       （金属総義歯）第  5519号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  3291号                  徴収開始年月日：平成22年 8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      1,500          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
36,4175,0 十朱歯科医院 〒181-0001 金属床による総義歯の提供

三鷹市井の頭五丁目５番２５号       （金属総義歯）第  5523号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   955号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
36,4178,4 大川原歯科 〒181-0012 金属床による総義歯の提供

三鷹市上連雀二丁目４番１号       （金属総義歯）第  5525号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
36,4179,2 米良歯科医院 〒181-0016 金属床による総義歯の提供

三鷹市深大寺三丁目４番２２号       （金属総義歯）第  5526号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           304,500    304,500    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
36,4182,6 磯貝歯科医院 〒181-0013 金属床による総義歯の提供

三鷹市下連雀三丁目１７番２４号       （金属総義歯）第  5527号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
　ライオンズマンション三鷹第五           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
２０１ う蝕に罹患している患者の指導管理

      （う蝕管理）第   931号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
36,4184,2 中原歯科医院 〒181-0004 金属床による総義歯の提供

三鷹市新川五丁目１２番１３号       （金属総義歯）第  5530号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
36,4188,3 中川歯科医院 〒181-0014 金属床による総義歯の提供

三鷹市野崎二丁目１９番１５号　       （金属総義歯）第  5533号                徴収開始年月日：平成 6年 7月 1日
天文館１０１・１０２           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
36,4194,1 医療法人社団　光恵会〒181-0012 金属床による総義歯の提供

　ふなこし歯科医院 三鷹市上連雀三丁目１１番２３号       （金属総義歯）第  5537号                徴収開始年月日：平成 7年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    520

36,4195,8 永江歯科医院 〒181-0013 金属床による総義歯の提供
三鷹市下連雀七丁目１０番１５号       （金属総義歯）第  5538号                徴収開始年月日：平成 7年 6月 1日
　セドール三鷹２０１           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
36,4202,2 進歯科医院 〒181-0004 金属床による総義歯の提供

三鷹市新川三丁目１９番１２号       （金属総義歯）第  6755号                徴収開始年月日：平成 9年 4月17日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           200,000    200,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
36,4213,9 医療法人社団　光廣会〒181-0004 金属床による総義歯の提供

　光安歯科医院 三鷹市新川五丁目４番５号       （金属総義歯）第  7232号                徴収開始年月日：平成10年10月27日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           240,000    240,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
36,4217,0 五島歯科クリニック 〒181-0013 金属床による総義歯の提供

三鷹市下連雀三丁目３７番８号　       （金属総義歯）第  7438号                徴収開始年月日：平成11年 8月 1日
ＫＭビル２０１号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2039号                  徴収開始年月日：平成11年 8月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
36,4219,6 三鷹台歯科医院 〒181-0001 金属床による総義歯の提供

三鷹市井の頭二丁目９番１号       （金属総義歯）第  7550号                徴収開始年月日：平成11年12月27日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2107号                  徴収開始年月日：平成11年12月27日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
36,4222,0 つかもと歯科クリニッ〒181-0013 金属床による総義歯の提供

ク 三鷹市下連雀一丁目９番２０号　       （金属総義歯）第  7756号                徴収開始年月日：平成12年 8月15日
ヒュッテＥ１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2258号                  徴収開始年月日：平成12年 8月15日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
36,4227,9 鳥山歯科医院 〒181-0013 金属床による総義歯の提供

三鷹市下連雀六丁目６番２７号       （金属総義歯）第  8041号                徴収開始年月日：平成14年 2月14日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
36,4235,2 医療法人社団　光成会〒181-0013 金属床による総義歯の提供

　金子歯科医院 三鷹市下連雀四丁目１６番１８号       （金属総義歯）第  8427号                徴収開始年月日：平成16年 1月 1日
　長島ビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    521

36,4236,0 野間歯科クリニック 〒181-0013 金属床による総義歯の提供
三鷹市下連雀一丁目１６番１号　       （金属総義歯）第  8703号                徴収開始年月日：平成17年 8月 1日
１０１           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2628号                  徴収開始年月日：平成16年 4月 7日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
36,4238,6 山口歯科診療所 〒181-0011 金属床による総義歯の提供

三鷹市井口一丁目１番３号　バー       （金属総義歯）第  8507号                徴収開始年月日：平成16年 5月31日
ドクレインワタナベ１０２           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2669号                  徴収開始年月日：平成16年 5月31日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
36,4243,6 戸坂歯科医院 〒181-0015 金属床による総義歯の提供

三鷹市大沢四丁目２５番３２号       （金属総義歯）第  8778号                徴収開始年月日：平成17年12月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2812号                  徴収開始年月日：平成17年12月 9日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
36,4245,1 医療法人社団　小勝歯〒181-0013 金属床による総義歯の提供

科 三鷹市下連雀三丁目２５番１１号       （金属総義歯）第  8858号                徴収開始年月日：平成18年 2月28日
　サウスコンフォート三鷹３階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2861号                  徴収開始年月日：平成18年 2月28日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
36,4246,9 あきやま歯科医院 〒181-0013 金属床による総義歯の提供

三鷹市下連雀五丁目８番１号　シ       （金属総義歯）第  8945号                徴収開始年月日：平成18年10月 1日
ティーコート下連雀１階－Ｂ           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           315,000    315,000    
          04:チタン                                             525,000    525,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2920号                  徴収開始年月日：平成18年10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      1,575          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
36,4255,0 ミタカ歯科 〒181-0013 金属床による総義歯の提供

三鷹市下連雀一丁目１１番１３号       （金属総義歯）第  9209号                徴収開始年月日：平成19年11月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           315,000    315,000    

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    522

36,4277,4 クレタ歯科医院 〒181-0002 金属床による総義歯の提供
三鷹市牟礼二丁目１１番１１号       （金属総義歯）第  9684号                徴収開始年月日：平成24年 3月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           400,000    400,000    
          04:チタン                                             420,000    420,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  3403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      2,000          
          02:小窩裂溝填塞      2,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
36,4280,8 なかの歯科医院 〒181-0011 う蝕に罹患している患者の指導管理

三鷹市井口一丁目２５番１５号　       （う蝕管理）第  3457号                  徴収開始年月日：平成25年 6月 1日
メイプル武蔵野１０３号           継続管理種類  　      価格

          01:フッ化物局所        500          
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
36,4298,0 よしの歯科 〒181-0016 金属床による総義歯の提供

三鷹市深大寺二丁目３５番５１号       （金属総義歯）第 10005号                徴収開始年月日：平成29年 9月25日
　プレミール・ニイヤ１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           300,000    300,000    
          04:チタン                                             350,000    350,000    
          01:白金                                               500,000    500,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
37,4007,3 中村歯科医院 〒202-0015 金属床による総義歯の提供

西東京市保谷町三丁目６番１７号       （金属総義歯）第  5540号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
37,4050,3 篠岡歯科医院 〒202-0022 金属床による総義歯の提供

西東京市柳沢一丁目１番５号       （金属総義歯）第  5545号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
37,4058,6 稲富歯科医院 〒202-0002 金属床による総義歯の提供

西東京市ひばりが丘北三丁目３番       （金属総義歯）第  5548号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
３５号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
37,4069,3 大槻歯科医院 〒202-0003 金属床による総義歯の提供

西東京市北町一丁目４番２号       （金属総義歯）第  5553号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
37,4070,1 平野歯科医院 〒202-0014 金属床による総義歯の提供

西東京市富士町四丁目１７番９号       （金属総義歯）第  5554号                徴収開始年月日：平成 7年 3月 1日
　千正ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
37,4075,0 野本歯科医院 〒202-0022 う蝕に罹患している患者の指導管理

西東京市柳沢六丁目９番１号       （う蝕管理）第  1576号                  徴収開始年月日：平成 9年 6月 4日
          継続管理種類  　      価格



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    523

37,4076,8 泉台歯科医院 〒202-0011 金属床による総義歯の提供
西東京市泉町六丁目１番３号       （金属総義歯）第  5556号                徴収開始年月日：平成 6年10月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                            84,000     84,000    
          04:チタン                                             136,500    136,500    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   694号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
37,4081,8 しまだ歯科医院 〒202-0002 金属床による総義歯の提供

西東京市ひばりが丘北三丁目６番       （金属総義歯）第  5558号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
２６号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
37,4083,4 こまむら歯科医院 〒202-0004 金属床による総義歯の提供

西東京市下保谷二丁目１番２１号       （金属総義歯）第  5559号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           250,000    250,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
37,4091,7 松本歯科医院 〒202-0015 金属床による総義歯の提供

西東京市保谷町三丁目３番２３号       （金属総義歯）第  5562号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   964号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
37,4095,8 山本歯科医院 〒202-0001 う蝕に罹患している患者の指導管理

西東京市ひばりが丘一丁目３番２       （う蝕管理）第  1049号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
号　山本ビル１階           継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
37,4096,6 佐野歯科医院 〒202-0014 金属床による総義歯の提供

西東京市富士町四丁目１９番１１       （金属総義歯）第  5563号                徴収開始年月日：平成 6年 7月 1日
号　川本ビル二階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          01:白金                                               500,000    500,000    
          02:金                                                 500,000    500,000    
          03:コバルト                                           250,000    250,000    
          04:チタン                                             350,000    350,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
37,4099,0 医療法人社団　翔英会〒202-0011 う蝕に罹患している患者の指導管理

　ねま歯科医院 西東京市泉町一丁目１１番１４号       （う蝕管理）第   623号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
　上宿ビル１階           継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
37,4104,8 おおたけ歯科医院 〒202-0015 う蝕に罹患している患者の指導管理

西東京市保谷町三丁目９番２号　       （う蝕管理）第   295号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
コーラルタウン１階           継続管理種類  　      価格

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    524

37,4108,9 医療法人社団　渓水会〒202-0002 金属床による総義歯の提供
　モンマ歯科 西東京市ひばりが丘北三丁目３番       （金属総義歯）第  5565号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日

１４号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
37,4118,8 医療法人社団　正昌会〒202-0001 金属床による総義歯の提供

　山口歯科医院 西東京市ひばりが丘一丁目５番１       （金属総義歯）第  6690号                徴収開始年月日：平成 9年 3月 1日
２号           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  1388号                  徴収開始年月日：平成 9年 5月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
37,4122,0 赤沢歯科医院 〒202-0004 金属床による総義歯の提供

西東京市下保谷四丁目１６番２４       （金属総義歯）第  6849号                徴収開始年月日：平成 9年 9月 1日
号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
37,4125,3 川島歯科クリニック 〒202-0002 金属床による総義歯の提供

西東京市ひばりが丘北四丁目４番       （金属総義歯）第  7233号                徴収開始年月日：平成10年10月28日
１６号　ラークヒルズ壱番館１０           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
４号           04:チタン                                             350,000               

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1926号                  徴収開始年月日：平成10年10月28日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
37,4126,1 樋口歯科医院 〒202-0015 金属床による総義歯の提供

西東京市保谷町三丁目１１番２４       （金属総義歯）第  7276号                徴収開始年月日：平成11年 1月 1日
号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1955号                  徴収開始年月日：平成11年 1月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
38,4073,3 加藤歯科医院 〒183-0054 金属床による総義歯の提供

府中市幸町一丁目１７番地１       （金属総義歯）第  5583号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1605号                  徴収開始年月日：平成 9年 7月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
38,4074,1 石原歯科医院 〒183-0035 金属床による総義歯の提供

府中市四谷三丁目１７番地２０       （金属総義歯）第  5584号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
38,4091,5 神垣歯科医院 〒183-0041 金属床による総義歯の提供

府中市北山町二丁目２７番地７       （金属総義歯）第  5588号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          01:白金                                               450,000    450,000    
          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

報告内容医療機関番号

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    525

38,4097,2 大地歯科医院 〒183-0004 金属床による総義歯の提供
府中市紅葉丘三丁目３２番地９　       （金属総義歯）第  5590号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
名古屋ビル３階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
38,4103,8 藤田歯科クリニック 〒183-0021 金属床による総義歯の提供

府中市片町二丁目２１番地９　ハ       （金属総義歯）第  5594号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
ートワンプラザビル           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
38,4105,3 早川デンタルクリニッ〒183-0006 金属床による総義歯の提供

ク 府中市緑町二丁目７番地３       （金属総義歯）第  5595号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          04:チタン                                             262,500               
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 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
38,4107,9 瀬尾歯科医院 〒183-0005 金属床による総義歯の提供

府中市若松町一丁目３番地１１       （金属総義歯）第  5596号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
38,4111,1 こはた歯科医院 〒183-0011 金属床による総義歯の提供

府中市白糸台五丁目２１番地２　       （金属総義歯）第  5597号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
小杉ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
38,4113,7 中村歯科医院 〒183-0016 金属床による総義歯の提供

府中市八幡町三丁目５番地１０       （金属総義歯）第  5598号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           250,000               
          04:チタン                                                        300,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
38,4118,6 糸永歯科医院 〒183-0045 う蝕に罹患している患者の指導管理

府中市美好町三丁目３番地７　芝       （う蝕管理）第  1412号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月28日
崎ビル２階           継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
38,4119,4 佐藤歯科医院 〒183-0016 金属床による総義歯の提供

府中市八幡町一丁目３番地８       （金属総義歯）第  5599号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          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    21号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
38,4124,4 石塚歯科医院 〒183-0014 金属床による総義歯の提供

府中市是政一丁目４４番地２７       （金属総義歯）第  5602号                徴収開始年月日：平成 6年 8月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    526

38,4125,1 あおば歯科 〒183-0034 金属床による総義歯の提供
府中市住吉町二丁目１８番地１       （金属総義歯）第  5603号                徴収開始年月日：平成 6年 6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  1624号                  徴収開始年月日：平成 9年 7月18日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      2,100          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
38,4127,7 いつか歯科医院 〒183-0055 金属床による総義歯の提供

府中市府中町一丁目１番地５　府       （金属総義歯）第  5604号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
中高木ビル４階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
38,4132,7 ふじ歯科医院 〒183-0035 金属床による総義歯の提供

府中市四谷五丁目２番地４       （金属総義歯）第  5606号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
38,4136,8 杉田歯科医院 〒183-0031 金属床による総義歯の提供

府中市西府町二丁目１０番地１       （金属総義歯）第  5609号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
38,4140,0 西原歯科医院 〒183-0046 金属床による総義歯の提供

府中市西原町三丁目２４番地２７       （金属総義歯）第  5611号                徴収開始年月日：平成 6年 6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  1280号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
38,4142,6 小川歯科クリニック 〒183-0021 金属床による総義歯の提供

府中市片町二丁目２０番地４       （金属総義歯）第  6294号                徴収開始年月日：平成 8年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           262,500    262,500    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
38,4145,9 奥野歯科医院 〒183-0055 金属床による総義歯の提供

府中市府中町一丁目１８番地１       （金属総義歯）第  5613号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
38,4146,7 金森歯科医院 〒183-0057 金属床による総義歯の提供

府中市晴見町一丁目２７番地１       （金属総義歯）第  5614号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          04:チタン                                             262,500               

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
38,4148,3 藤沢歯科医院 〒183-0053 金属床による総義歯の提供

府中市天神町三丁目１９番地１８       （金属総義歯）第  5615号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    527

38,4152,5 赤石歯科医院 〒183-0006 金属床による総義歯の提供
府中市緑町一丁目２３番地１０       （金属総義歯）第  5616号                徴収開始年月日：平成 7年 1月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
38,4153,3 本町歯科クリニック 〒183-0027 金属床による総義歯の提供

府中市本町二丁目２０番地３２　       （金属総義歯）第  5617号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
タウンコート府中２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
38,4155,8 はやし歯科医院 〒183-0011 金属床による総義歯の提供

府中市白糸台三丁目５４番地１７       （金属総義歯）第  5619号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
38,4156,6 セキイ歯科医院 〒183-0034 金属床による総義歯の提供

府中市住吉町一丁目８２番地４２       （金属総義歯）第  5620号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           350,000               
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   983号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
38,4159,0 平山歯科医院 〒183-0053 金属床による総義歯の提供

府中市天神町三丁目８番地１１　       （金属総義歯）第  5623号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
府中ボヌール天神１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           170,000               
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
38,4165,7 カメリア歯科クリニッ〒183-0013 金属床による総義歯の提供

ク 府中市小柳町一丁目１番地１１　       （金属総義歯）第  5625号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
カメリア府中１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
38,4166,5 髙木歯科医院 〒183-0014 金属床による総義歯の提供

府中市是政五丁目２番地３　ハイ       （金属総義歯）第  5626号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
ムブラウニー２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   287号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
38,4174,9 谷村デンタルクリニッ〒183-0033 金属床による総義歯の提供

ク 府中市分梅町二丁目２６番地１１       （金属総義歯）第  5630号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
38,4175,6 よねだ歯科クリニック〒183-0034 金属床による総義歯の提供

府中市住吉町四丁目９番地２４　       （金属総義歯）第  5631号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
澤井ビル３階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    528

38,4176,4 鈴木歯科医院 〒183-0057 金属床による総義歯の提供
府中市晴見町一丁目６番地１　マ       （金属総義歯）第  7522号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
ルテビル２０２号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
38,4180,6 いのした歯科医院 〒183-0053 う蝕に罹患している患者の指導管理

府中市天神町四丁目２７番地３５       （う蝕管理）第   281号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
38,4181,4 くろごめ歯科医院 〒183-0027 金属床による総義歯の提供

府中市本町二丁目１９番地５５　       （金属総義歯）第  5636号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
オルジュ本町２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           250,000    250,000    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
38,4184,8 渡辺歯科クリニック 〒183-0045 金属床による総義歯の提供

府中市美好町一丁目１８番地５　       （金属総義歯）第  5638号                徴収開始年月日：平成 6年 7月 1日
萩原ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
38,4185,5 平田歯科医院 〒183-0012 金属床による総義歯の提供

府中市押立町一丁目３番地２２　       （金属総義歯）第  5639号                徴収開始年月日：平成 6年10月 1日
内海押立ビル２０２           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
38,4186,3 西川歯科医院 〒183-0005 金属床による総義歯の提供

府中市若松町二丁目１番地１　フ       （金属総義歯）第  5640号                徴収開始年月日：平成 6年 7月 1日
ォレスト・ワン２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
38,4187,1 石井歯科医院 〒183-0002 金属床による総義歯の提供

府中市多磨町一丁目２３番地６       （金属総義歯）第  5641号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1537号                  徴収開始年月日：平成 9年 5月30日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      2,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
38,4188,9 緑町歯科医院 〒183-0006 金属床による総義歯の提供

府中市緑町三丁目５番地７　第二       （金属総義歯）第  5642号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
木城ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   917号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
38,4189,7 辻歯科医院 〒183-0042 金属床による総義歯の提供

府中市武蔵台三丁目３９番地１       （金属総義歯）第  5643号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   777号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    529

38,4192,1 神山歯科医院 〒183-0022 金属床による総義歯の提供
府中市宮西町三丁目２１番地１       （金属総義歯）第  5644号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
38,4193,9 医療法人社団　恵会　〒183-0011 金属床による総義歯の提供

城戸歯科クリニック 府中市白糸台四丁目１６番地６　       （金属総義歯）第  5645号                徴収開始年月日：平成 6年 8月 1日
丸茂ビル２０３号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           210,000               
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   858号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
38,4194,7 医療法人社団　双葉会〒183-0051 金属床による総義歯の提供

　協和歯科医院 府中市栄町二丁目１０番地１１       （金属総義歯）第  5646号                徴収開始年月日：平成 6年 6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    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
38,4195,4 いちょう通りビルあら〒183-0053 金属床による総義歯の提供

い歯科 府中市天神町一丁目１番地１　い       （金属総義歯）第  5647号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
ちょう通りビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   736号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
38,4196,2 山本歯科クリニック 〒183-0003 金属床による総義歯の提供

府中市朝日町二丁目２４番地１５       （金属総義歯）第  5648号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
38,4198,8 かねこ歯科 〒183-0011 金属床による総義歯の提供

府中市白糸台四丁目１９番地１　       （金属総義歯）第  5650号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
丸玉屋小勝ビル１０３号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
38,4203,6 医療法人社団　浩仁会〒183-0032 金属床による総義歯の提供

　清水歯科クリニック府中市本宿町三丁目２３番地２       （金属総義歯）第  5651号                徴収開始年月日：平成 7年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
38,4209,3 よしだ歯科クリニック〒183-0014 金属床による総義歯の提供

府中市是政五丁目６番地６　ライ       （金属総義歯）第  5652号                徴収開始年月日：平成 8年 4月 1日
オンズプラザ府中是政駅前１０１           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
号

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    530

38,4213,5 医療法人社団　緑友会〒183-0033 金属床による総義歯の提供
　はんざわ歯科クリニ府中市分梅町五丁目１０番地１　       （金属総義歯）第  6137号                徴収開始年月日：平成 8年 4月 1日
ック プロシード中河原一番館１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   474号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
38,4217,6 山田歯科医院 〒183-0004 金属床による総義歯の提供

府中市紅葉丘二丁目２９番地の３       （金属総義歯）第  6692号                徴収開始年月日：平成 9年 2月18日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1399号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月27日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
38,4218,4 中島歯科医院 〒183-0022 金属床による総義歯の提供

府中市宮西町一丁目１番地の５       （金属総義歯）第  6812号                徴収開始年月日：平成 9年 9月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           250,000    250,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
38,4219,2 かわわ歯科医院 〒183-0034 金属床による総義歯の提供

府中市住吉町一丁目４８番地３　       （金属総義歯）第  6851号                徴収開始年月日：平成 9年 9月 1日
松本ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1683号                  徴収開始年月日：平成 9年 9月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
38,4220,0 からと歯科医院 〒183-0034 金属床による総義歯の提供

府中市住吉町五丁目２番地２　矢       （金属総義歯）第  6890号                徴収開始年月日：平成 9年12月 1日
部ビル４階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
38,4221,8 有鄰堂歯科医院 〒183-0022 金属床による総義歯の提供

府中市宮西町二丁目１３番地２       （金属総義歯）第  6891号                徴収開始年月日：平成 9年10月10日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          04:チタン                                             420,000    420,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
38,4226,7 大柳歯科クリニック 〒183-0053 金属床による総義歯の提供

府中市天神町一丁目１６番地３       （金属総義歯）第  7278号                徴収開始年月日：平成11年 2月 3日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1951号                  徴収開始年月日：平成11年 2月 5日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
38,4229,1 早川歯科医院 〒183-0023 金属床による総義歯の提供

府中市宮町一丁目９番地１　フェ       （金属総義歯）第  7478号                徴収開始年月日：平成11年 7月30日
イスビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           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

[　　　　　　　　 現在 作成         頁

報告内容医療機関番号

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    531

38,4230,9 鎗田歯科医院 〒183-0051 う蝕に罹患している患者の指導管理
府中市栄町二丁目４番地３８       （う蝕管理）第  2066号                  徴収開始年月日：平成11年 9月 1日

          継続管理種類  　      価格
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
38,4231,7 医療法人社団　和徳会〒183-0023 金属床による総義歯の提供

　若松歯科医院 府中市宮町一丁目４０番地　府中       （金属総義歯）第  7523号                徴収開始年月日：平成11年11月 1日
サウスビル３階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2067号                  徴収開始年月日：平成11年11月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
38,4236,6 さくらい歯科 〒183-0045 金属床による総義歯の提供

府中市美好町一丁目６番地１       （金属総義歯）第  9826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                                           243,000    243,000    
          04:チタン                                             413,000    413,000    
                                １８ｋ　Ｐｔ　合金              614,000    614,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
38,4238,2 木村歯科医院 〒183-0051 金属床による総義歯の提供

府中市栄町一丁目１９番地１３       （金属総義歯）第  7878号                徴収開始年月日：平成13年 3月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
38,4239,0 井上歯科医院 〒183-0015 金属床による総義歯の提供

府中市清水が丘一丁目１０番地１       （金属総義歯）第  7879号                徴収開始年月日：平成13年 3月 1日
３           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  2336号                  徴収開始年月日：平成13年 3月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
38,4242,4 デンタルクリニック新〒183-0034 金属床による総義歯の提供

井 府中市住吉町二丁目１７番地６　       （金属総義歯）第  7984号                徴収開始年月日：平成13年10月 1日
アロウレイスフレア２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
38,4246,5 武蔵台歯科医院 〒183-0042 金属床による総義歯の提供

府中市武蔵台一丁目９番地６１       （金属総義歯）第  8032号                徴収開始年月日：平成14年 2月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2405号                  徴収開始年月日：平成14年 2月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
38,4247,3 金子歯科医院 〒183-0051 金属床による総義歯の提供

府中市栄町一丁目１５番地２５       （金属総義歯）第  8033号                徴収開始年月日：平成14年 1月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    532

38,4250,7 小林歯科医院 〒183-0055 金属床による総義歯の提供
府中市府中町二丁目６番地１４　       （金属総義歯）第  8141号                徴収開始年月日：平成14年 6月 1日
ヴェノス府中１Ａ           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2459号                  徴収開始年月日：平成14年 6月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
38,4260,6 おぐま歯科クリニック〒183-0005 金属床による総義歯の提供

府中市若松町一丁目７番地１５　       （金属総義歯）第  8378号                徴収開始年月日：平成15年11月 1日
サンピアビル１階１０１号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
38,4268,9 渡邊歯科医院 〒183-0052 金属床による総義歯の提供

府中市新町一丁目７１番地７       （金属総義歯）第  8556号                徴収開始年月日：平成16年 8月20日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
38,4270,5 いそべ歯科クリニック〒183-0001 金属床による総義歯の提供

府中市浅間町四丁目２番地１６　       （金属総義歯）第  8629号                徴収開始年月日：平成17年 4月 1日
パティック１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2729号                  徴収開始年月日：平成17年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
38,4272,1 医療法人社団　博山会〒183-0014 金属床による総義歯の提供

　デンタルクリニック府中市是政五丁目７番地２       （金属総義歯）第  8669号                徴収開始年月日：平成17年 6月 1日
沼澤           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2751号                  徴収開始年月日：平成17年 6月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
38,4273,9 小出デンタルオフィス〒183-0033 金属床による総義歯の提供

府中市分梅町三丁目６４番地１０       （金属総義歯）第  8768号                徴収開始年月日：平成17年 9月29日
　ＫＤＣビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
38,4275,4 青柳歯科医院 〒183-0001 金属床による総義歯の提供

府中市浅間町二丁目３番地２　田       （金属総義歯）第  8826号                徴収開始年月日：平成18年 3月16日
中ビル１階Ｂ号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          01:白金                                               600,000    600,000    
          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  2843号                  徴収開始年月日：平成18年 3月16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        200          

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



保険外併用療養費医療機関名簿

 医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 病床数

[　　　　　　　　 現在 作成         頁

報告内容医療機関番号

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    533

38,4281,2 桑田歯科医院 〒183-0027 金属床による総義歯の提供
府中市本町二丁目５番地３       （金属総義歯）第  8926号                徴収開始年月日：平成18年 7月 6日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           262,500    262,500    
          04:チタン                                             420,000    420,000    
          02:金                                                 525,000    525,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
38,4283,8 いとう歯科医院 〒183-0013 金属床による総義歯の提供

府中市小柳町一丁目２０番地１　       （金属総義歯）第  9041号                徴収開始年月日：平成19年 4月 1日
サンズ細野１０２           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           250,000    250,000    
          04:チタン                                             350,000    350,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
38,4284,6 北府中歯科クリニック〒183-0057 金属床による総義歯の提供

府中市晴見町一丁目１５番地６       （金属総義歯）第  9108号                徴収開始年月日：平成19年 5月28日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          04:チタン                                             300,000    300,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
38,4286,1 佐々木歯科医院 〒183-0045 金属床による総義歯の提供

府中市美好町三丁目３４番地１３       （金属総義歯）第  9245号                徴収開始年月日：平成20年 1月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           202,000    202,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
38,4288,7 鈴木歯科医院 〒183-0042 金属床による総義歯の提供

府中市武蔵台三丁目１５番地１       （金属総義歯）第  9350号                徴収開始年月日：平成20年10月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           250,000    250,000    
          04:チタン                                             300,000    300,000    
          02:金                                                 400,000    400,000    
          01:白金                                               450,000    450,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
38,4292,9 西府デンタルクリニッ〒183-0031 う蝕に罹患している患者の指導管理

ク 府中市西府町一丁目６０番地の１       （う蝕管理）第  3231号                  徴収開始年月日：平成21年 7月10日
　レクセル府中西府１０１号           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          

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    534

38,4298,6 ゆうり歯科クリニック〒183-0001 金属床による総義歯の提供
府中市浅間町三丁目１１番２号       （金属総義歯）第  9527号                徴収開始年月日：平成22年10月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           320,000    320,000    
          04:チタン                                             400,000    400,000    
          01:白金                                               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  3302号                  徴収開始年月日：平成22年10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          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
38,4316,6 医療法人社団　光聖会〒183-0032 金属床による総義歯の提供

　西府駅ゆうがお歯科府中市本宿町一丁目４６番地８　       （金属総義歯）第  9841号                徴収開始年月日：平成26年 4月 1日
医院 西府駅エクセルポートビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          01:白金                                               432,000    432,000    
          02:金                                                 432,000    432,000    
          03:コバルト                                           324,000    324,000    
          04:チタン                                             540,000    540,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  3480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        800          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
38,4339,8 あっぷるか歯科 〒183-0054 予約に基づく診察

府中市幸町二丁目４９番地１０       （予約診察）第 26692号                  徴収開始年月日：平成29年 8月 1日
          診療科      予約料     予約料     予約料     予約料     予約料
          51:歯        3,000                                              
時間外診察
      （時間外診察）第   796号                徴収開始年月日：平成29年 8月 1日
          徴収額    
              1,000            
金属床による総義歯の提供
      （金属総義歯）第  9999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                                           250,000    250,000    
          04:チタン                                             350,000    350,000    
          01:白金                                               550,000    550,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
39,4011,1 二木歯科医院 〒188-0011 金属床による総義歯の提供

西東京市田無町六丁目７番６号       （金属総義歯）第  5655号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
39,4016,0 山口歯科医院 〒188-0011 金属床による総義歯の提供

西東京市田無町四丁目９番１０号       （金属総義歯）第  5657号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    535

39,4024,4 岩田歯科医院 〒188-0013 金属床による総義歯の提供
西東京市向台町六丁目１６番４号       （金属総義歯）第  5659号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
39,4034,3 油井歯科医院 〒188-0012 金属床による総義歯の提供

西東京市南町四丁目９番１号       （金属総義歯）第  5663号                徴収開始年月日：平成 6年 7月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
39,4040,0 服部歯科医院 〒188-0014 金属床による総義歯の提供

西東京市芝久保町三丁目９番１６       （金属総義歯）第  5664号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
39,4049,1 南田歯科医院 〒188-0012 金属床による総義歯の提供

西東京市南町一丁目５番９号　富       （金属総義歯）第  5665号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
士マンション１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
39,4054,1 いずみ歯科医院 〒188-0014 金属床による総義歯の提供

西東京市芝久保町三丁目１９番５       （金属総義歯）第  5667号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
４号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
39,4060,8 野口歯科医院 〒188-0004 金属床による総義歯の提供

西東京市西原町四丁目３番４９号       （金属総義歯）第  5669号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           420,000               

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
39,4063,2 志藤歯科医院 〒188-0013 金属床による総義歯の提供

西東京市向台町三丁目６番７号       （金属総義歯）第  7154号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           250,000               

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
39,4068,1 神田歯科医院 〒188-0002 金属床による総義歯の提供

西東京市緑町三丁目５番３０号　       （金属総義歯）第  5672号                徴収開始年月日：平成 6年 8月 1日
タケミクオリティハイムⅡ           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
39,4072,3 西東京口腔研クリニッ〒188-0011 う蝕に罹患している患者の指導管理

ク 西東京市田無町四丁目２４番１４       （う蝕管理）第    80号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
号　横山ビル２階           継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
39,4073,1 天野歯科医院 〒188-0012 金属床による総義歯の提供

西東京市南町二丁目８番８号       （金属総義歯）第  5673号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
39,4076,4 渡辺歯科医院 〒188-0012 金属床による総義歯の提供

西東京市南町五丁目４番４号　向       （金属総義歯）第  5675号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
南ビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    536

39,4078,0 ニイヤマ歯科 〒188-0011 金属床による総義歯の提供
西東京市田無町六丁目６番３１号       （金属総義歯）第  5677号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
39,4079,8 浅野第三歯科診療所 〒188-0014 金属床による総義歯の提供

西東京市芝久保町二丁目１９番１       （金属総義歯）第  5678号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
２号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
39,4084,8 本町歯科 〒188-0011 金属床による総義歯の提供

西東京市田無町二丁目９番６号　       （金属総義歯）第  5680号                徴収開始年月日：平成 7年11月 1日
野崎ビル２０１号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
39,4086,3 四津谷歯科医院 〒188-0001 金属床による総義歯の提供

西東京市谷戸町二丁目１１番１３       （金属総義歯）第  9621号                徴収開始年月日：平成23年 8月 9日
号　杉田ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           230,000    230,000    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
39,4087,1 歯科吉岡 〒188-0001 金属床による総義歯の提供

西東京市谷戸町三丁目２６番２号       （金属総義歯）第  6538号                徴収開始年月日：平成 8年10月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
39,4088,9 医療法人社団　博山会〒188-0011 金属床による総義歯の提供

　博山歯科クリニック西東京市田無町四丁目２８番１３       （金属総義歯）第  6693号                徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
号　恩幣ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
39,4089,7 医療法人社団　博山会〒188-0011 金属床による総義歯の提供

　沼澤歯科医院 西東京市田無町四丁目２７番９号       （金属総義歯）第  6984号                徴収開始年月日：平成10年 1月 7日
　ＴＫ田無ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
39,4091,3 しげる歯科 〒188-0013 金属床による総義歯の提供

西東京市向台町五丁目１番１号       （金属総義歯）第  7113号                徴収開始年月日：平成10年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1846号                  徴収開始年月日：平成10年 6月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
39,4092,1 遠藤歯科医院 〒188-0011 金属床による総義歯の提供

西東京市田無町二丁目２１番４号       （金属総義歯）第  7279号                徴収開始年月日：平成11年 1月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           200,000               
          04:チタン                                             250,000               

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
40,4036,6 永山歯科医院 〒196-0025 金属床による総義歯の提供

昭島市朝日町一丁目５番８号       （金属総義歯）第  5686号                徴収開始年月日：平成 6年 7月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    537

40,4057,2 真山歯科クリニック 〒196-0002 金属床による総義歯の提供
昭島市拝島町四丁目１５番２３号       （金属総義歯）第  5690号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
40,4058,0 生駒歯科医院 〒196-0032 金属床による総義歯の提供

昭島市郷地町一丁目６番１８号　       （金属総義歯）第  5691号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
遠藤ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
40,4062,2 武蔵野歯科 〒196-0012 金属床による総義歯の提供

昭島市つつじが丘三丁目５番地６       （金属総義歯）第  5692号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
40,4067,1 メナー歯科 〒196-0022 金属床による総義歯の提供

昭島市中神町１２３７番地       （金属総義歯）第  5696号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           230,000    230,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
40,4068,9 寺村歯科医院 〒196-0004 金属床による総義歯の提供

昭島市緑町四丁目１８番１１号       （金属総義歯）第  5697号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           315,000    315,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
40,4069,7 関歯科クリニック 〒196-0022 金属床による総義歯の提供

昭島市中神町１１３６番地１３１       （金属総義歯）第  5698号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
40,4077,0 中尾歯科医院 〒196-0034 金属床による総義歯の提供

昭島市玉川町一丁目７番住宅公団       （金属総義歯）第  5701号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
東中神団地３ー１０５           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
40,4078,8 不二歯科クリニック 〒196-0003 金属床による総義歯の提供

昭島市松原町一丁目２番１号　太       （金属総義歯）第  5702号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
陽こども病院３階           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   665号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      5,250          
          02:小窩裂溝填塞      1,575          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
40,4083,8 細野歯科医院 〒196-0001 金属床による総義歯の提供

昭島市美堀町五丁目２０番地       （金属総義歯）第  5706号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    538

40,4084,6 藤沢歯科医院 〒196-0034 金属床による総義歯の提供
昭島市玉川町一丁目６番５号       （金属総義歯）第  5707号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   748号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
40,4086,1 楠本歯科クリニック 〒196-0033 金属床による総義歯の提供

昭島市東町三丁目２番１３号　ド       （金属総義歯）第  5709号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
ウエル東町１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
40,4092,9 滝沢歯科医院 〒196-0003 金属床による総義歯の提供

昭島市松原町四丁目１１番１１号       （金属総義歯）第  5711号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
　ムサシノビル２階           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               

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
40,4096,0 昌幸歯科医院 〒196-0003 金属床による総義歯の提供

昭島市松原町二丁目３番１７号　       （金属総義歯）第  5713号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
橋本ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
40,4107,5 アイ歯科医院 〒196-0034 金属床による総義歯の提供

昭島市玉川町四丁目１２番２２号       （金属総義歯）第  5713号                徴収開始年月日：平成 7年 9月 1日
　菊華ビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           250,000    250,000    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
40,4109,1 松尾歯科医院 〒196-0025 金属床による総義歯の提供

昭島市朝日町三丁目８番１号       （金属総義歯）第  6296号                徴収開始年月日：平成 8年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
40,4110,9 協和歯科医院 〒196-0004 金属床による総義歯の提供

昭島市緑町三丁目２４番１６号       （金属総義歯）第  6757号                徴収開始年月日：平成 9年 5月29日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1530号                  徴収開始年月日：平成 9年 5月29日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
40,4119,0 医療法人社団　健結会〒196-0025 金属床による総義歯の提供

　松田歯科医院 昭島市朝日町一丁目４番７号       （金属総義歯）第  7585号                徴収開始年月日：平成12年 1月 6日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
40,4129,9 よしお歯科クリニック〒196-0033 う蝕に罹患している患者の指導管理

昭島市東町一丁目２番７号       （う蝕管理）第  2540号                  徴収開始年月日：平成15年 7月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      3,000          

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    539

40,4130,7 内山歯科医院 〒196-0032 金属床による総義歯の提供
昭島市郷地町二丁目３２番地１       （金属総義歯）第  8348号                徴収開始年月日：平成15年 9月 2日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
40,4134,9 昭和町歯科医院 〒196-0015 金属床による総義歯の提供

昭島市昭和町四丁目１１番１９号       （金属総義歯）第  8452号                徴収開始年月日：平成16年 3月28日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2637号                  徴収開始年月日：平成16年 3月28日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
40,4135,6 平田歯科医院 〒196-0034 金属床による総義歯の提供

昭島市玉川町三丁目１番２３号       （金属総義歯）第  8459号                徴収開始年月日：平成16年 5月 7日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          01:白金                                               250,000    250,000    
          02:金                                                 500,000    500,000    
          03:コバルト                                           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  2643号                  徴収開始年月日：平成16年 5月 7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          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
40,4136,4 ひろ歯科クリニック 〒196-0015 金属床による総義歯の提供

昭島市昭和町三丁目１０番１２号       （金属総義歯）第  8583号                徴収開始年月日：平成16年12月24日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2709号                  徴収開始年月日：平成16年12月24日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,050          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
40,4146,3 医療法人社団　五風会〒196-0024 金属床による総義歯の提供

　ハロースマイル歯科昭島市宮沢町５００番地１　イオ       （金属総義歯）第  8992号                徴収開始年月日：平成18年11月 1日
ン昭島ＳＣ２１３           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    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2949号                  徴収開始年月日：平成18年11月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      2,100          
          02:小窩裂溝填塞      1,575          

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    540

40,4148,9 佐々木歯科医院 〒196-0022 金属床による総義歯の提供
昭島市中神町１１５７番地６５       （金属総義歯）第  9100号                徴収開始年月日：平成19年 4月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           210,000    168,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  3027号                  徴収開始年月日：平成19年 4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      1,050          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
40,4150,5 稲垣歯科医院 〒196-0022 金属床による総義歯の提供

昭島市中神町１３６４番地６０　       （金属総義歯）第  9210号                徴収開始年月日：平成20年 1月 1日
めぐみ貸店舗１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           262,500    262,500    
          04:チタン                                             420,000    420,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  3108号                  徴収開始年月日：平成20年 1月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,575          
          02:小窩裂溝填塞      1,050          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
40,4177,8 みまや歯科クリニック〒196-0004 金属床による総義歯の提供

昭島市緑町二丁目３０番２３号　       （金属総義歯）第 10011号                徴収開始年月日：平成29年11月 1日
フレスポタウン昭島Ａ棟２階（２           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
－２）           04:チタン                                             200,000    200,000    

          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  3558号                  徴収開始年月日：平成29年11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          
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
      （前歯部金属）第     4号                徴収開始年月日：平成29年11月 1日
          金属の種類   １歯当たりの価格
          01:金合金       85,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
41,4060,4 ムサシ歯科クリニック〒184-0013 金属床による総義歯の提供

小金井市前原町二丁目２番１０号       （金属総義歯）第  5727号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
41,4067,9 山岸歯科医院 〒184-0011 金属床による総義歯の提供

小金井市東町四丁目３２番９号       （金属総義歯）第  5730号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    541

41,4080,2 菊田歯科医院 〒184-0002 金属床による総義歯の提供
小金井市梶野町五丁目９番７号       （金属総義歯）第  5738号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
41,4093,5 大沢歯科医院 〒184-0015 金属床による総義歯の提供

小金井市貫井北町三丁目３８番１       （金属総義歯）第  5741号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
８号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1043号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
41,4094,3 金井歯科医院 〒184-0003 金属床による総義歯の提供

小金井市緑町五丁目２１番２２号       （金属総義歯）第  5742号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
　渋谷ハイム１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

                                ウイロニウム                    200,000    200,000    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
41,4098,4 歯科田中クリニック 〒184-0015 金属床による総義歯の提供

小金井市貫井北町三丁目２６番１       （金属総義歯）第  5745号                徴収開始年月日：平成 6年 7月 1日
２号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
41,4104,0 岩内歯科医院 〒184-0013 金属床による総義歯の提供

小金井市前原町三丁目４０番１号       （金属総義歯）第  5746号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
　スカイコーポラス３１３           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
41,4106,5 東小金井歯科医院 〒184-0011 金属床による総義歯の提供

小金井市東町四丁目４２番２０号       （金属総義歯）第  5747号                徴収開始年月日：平成 6年 7月 1日
　ブライトハイツ２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           400,000    400,000    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
41,4115,6 いしづか歯科医院 〒184-0011 金属床による総義歯の提供

小金井市東町四丁目４３番７号　       （金属総義歯）第  5753号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
小金井東ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           250,000    250,000    
          04:チタン                                             350,000    350,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
41,4124,8 坂元歯科医院 〒184-0015 金属床による総義歯の提供

小金井市貫井北町一丁目１８番５       （金属総義歯）第  5758号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
号　グリーンヒルズ小金井１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
41,4125,5 三愛歯科医院 〒184-0012 金属床による総義歯の提供

小金井市中町二丁目１４番２８号       （金属総義歯）第  5759号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    542

41,4126,3 藤本歯科医院 〒184-0015 金属床による総義歯の提供
小金井市貫井北町二丁目８番１５       （金属総義歯）第  5760号                徴収開始年月日：平成 6年12月 1日
号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           262,500    262,500    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
41,4127,1 木所歯科医院 〒184-0004 金属床による総義歯の提供

小金井市本町二丁目１７番１４号       （金属総義歯）第  5761号                徴収開始年月日：平成 7年10月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
41,4134,7 医療法人社団　三聖会〒184-0003 金属床による総義歯の提供

　三浦歯科医院 小金井市緑町四丁目５番２号       （金属総義歯）第  7282号                徴収開始年月日：平成10年12月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           210,000    210,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1937号                  徴収開始年月日：平成13年 8月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      2,100          
          01:フッ化物局所      2,100          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
41,4135,4 田島歯科医院 〒184-0014 金属床による総義歯の提供

小金井市貫井南町二丁目７番１２       （金属総義歯）第  7283号                徴収開始年月日：平成10年12月23日
号　リジエイル小金井１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
41,4136,2 西の久保歯科 〒184-0014 金属床による総義歯の提供

小金井市貫井南町四丁目４番２号       （金属総義歯）第  7320号                徴収開始年月日：平成11年 3月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1963号                  徴収開始年月日：平成11年 3月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
41,4138,8 医療法人社団　眞裕会〒184-0013 金属床による総義歯の提供

　石綿歯科医院 小金井市前原町三丁目２４番１１       （金属総義歯）第  7322号                徴収開始年月日：平成11年 3月 1日
号　２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
41,4140,4 医療法人社団　博山会〒184-0012 金属床による総義歯の提供

　沼澤デンタルクリニ小金井市中町四丁目１４番１７号       （金属総義歯）第  7480号                徴収開始年月日：平成11年 7月 5日
ック 　武蔵小金井スカイハイツビルデ           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

ィング２０１号 う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2042号                  徴収開始年月日：平成11年 7月 5日
          継続管理種類  　      価格

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    543

41,4141,2 鹿島デンタルクリニッ〒184-0004 金属床による総義歯の提供
ク 小金井市本町五丁目３８番３２号       （金属総義歯）第  7524号                徴収開始年月日：平成11年10月 1日

　１０１           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  2092号                  徴収開始年月日：平成11年10月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
41,4143,8 医療法人社団　和徳会〒184-0014 金属床による総義歯の提供

　若松歯科クリニック小金井市貫井南町四丁目７番３号       （金属総義歯）第  7690号                徴収開始年月日：平成12年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2211号                  徴収開始年月日：平成12年 6月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
41,4145,3 のなか歯科医院 〒184-0011 金属床による総義歯の提供

小金井市東町四丁目４０番１３号       （金属総義歯）第  7855号                徴収開始年月日：平成13年 2月 3日
　プリマベーラ１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
41,4146,1 さとう歯科医院 〒184-0002 金属床による総義歯の提供

小金井市梶野町五丁目２番２４号       （金属総義歯）第  8018号                徴収開始年月日：平成13年12月 1日
　東第２つくばビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2400号                  徴収開始年月日：平成13年12月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
41,4147,9 歯科診療室橋詰 〒184-0004 金属床による総義歯の提供

小金井市本町一丁目１８番５号　       （金属総義歯）第  8029号                徴収開始年月日：平成14年 2月 1日
村松ビル４階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
41,4151,1 おざき歯科医院 〒184-0004 金属床による総義歯の提供

小金井市本町五丁目１９番３号　       （金属総義歯）第  9553号                徴収開始年月日：平成22年12月13日
大沢ビル３階南           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          01:白金                                               525,000    525,000    
          02:金                                                 472,500    472,500    
          04:チタン                                             472,500    472,500    
          03:コバルト                                           367,500    367,500    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
41,4157,8 川合歯科医院 〒184-0004 金属床による総義歯の提供

小金井市本町一丁目１９番２号       （金属総義歯）第  8424号                徴収開始年月日：平成16年 2月 2日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2618号                  徴収開始年月日：平成16年 2月 2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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    544

41,4160,2 小金井橋歯科医院 〒184-0005 金属床による総義歯の提供
小金井市桜町二丁目１２番４３号       （金属総義歯）第  8998号                徴収開始年月日：平成19年 1月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
                                ニッルケルクロム                300,000    300,000    
          04:チタン                                             450,000    450,000    
          02:金                                                 500,000    500,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
41,4164,4 北村歯科医院 〒184-0005 金属床による総義歯の提供

小金井市桜町一丁目９番２８号       （金属総義歯）第  9130号                徴収開始年月日：平成19年 7月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           199,500    199,500    
          04:チタン                                             273,000    273,000    
          01:白金                                               399,000    399,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
41,4167,7 見崎歯科医院 〒184-0004 金属床による総義歯の提供

小金井市本町五丁目３８番１３号       （金属総義歯）第  9229号                徴収開始年月日：平成19年12月28日
　第１丸信マンション１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           200,000    200,000    
          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  3117号                  徴収開始年月日：平成19年12月28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      1,190          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
42,4061,0 中村歯科医院 〒182-0034 金属床による総義歯の提供

調布市下石原一丁目３８番地２       （金属総義歯）第  5767号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           262,500               

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
42,4068,5 小笠原歯科医院 〒182-0026 金属床による総義歯の提供

調布市小島町一丁目１２番地７       （金属総義歯）第  5768号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
42,4102,2 長岡歯科医院 〒182-0014 金属床による総義歯の提供

調布市柴崎二丁目１３番地９　つ       （金属総義歯）第  9559号                徴収開始年月日：平成23年 1月11日
つじヶ丘ハイムＥ－２０１号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           300,000    285,000    
          04:チタン                                             400,000    385,000    
          02:金                                                 550,000    535,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
42,4103,0 岡本歯科医院 〒182-0006 金属床による総義歯の提供

調布市西つつじヶ丘三丁目３２番       （金属総義歯）第  5775号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
地２１           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    545

42,4106,3 高橋歯科医院 〒182-0035 金属床による総義歯の提供
調布市上石原二丁目３７番地９       （金属総義歯）第  5776号                徴収開始年月日：平成 6年 9月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
42,4125,3 歯科中北クリニック 〒182-0012 金属床による総義歯の提供

調布市深大寺東町四丁目４番地５       （金属総義歯）第  5779号                徴収開始年月日：平成 6年 6月30日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
42,4126,1 杉田歯科 〒182-0007 金属床による総義歯の提供

調布市菊野台二丁目３３番地１０       （金属総義歯）第  5780号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           220,000    220,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
42,4163,4 西山歯科医院 〒182-0033 金属床による総義歯の提供

調布市富士見町四丁目１０番地７       （金属総義歯）第  5787号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
42,4166,7 大山歯科医院 〒182-0025 金属床による総義歯の提供

調布市多摩川四丁目１６番地５       （金属総義歯）第  5788号                徴収開始年月日：平成 6年 6月28日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
42,4174,1 松本歯科 〒182-0006 金属床による総義歯の提供

調布市西つつじヶ丘四丁目６番地       （金属総義歯）第  5791号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
３　富沢ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
42,4182,4 野原歯科医院 〒182-0034 う蝕に罹患している患者の指導管理

調布市下石原一丁目７番地１０       （う蝕管理）第  1460号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
42,4186,5 大谷歯科医院 〒182-0007 金属床による総義歯の提供

調布市菊野台三丁目２６番地１８       （金属総義歯）第  5773号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
　ハイムアペル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
42,4198,0 山田歯科医院 〒182-0026 う蝕に罹患している患者の指導管理

調布市小島町一丁目３５番地３　       （う蝕管理）第  1061号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
濱乃家ビル３階           継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
42,4202,0 森田歯科クリニック 〒182-0021 金属床による総義歯の提供

調布市調布ヶ丘四丁目４番地３       （金属総義歯）第  6814号                徴収開始年月日：平成 9年 7月17日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
42,4218,6 宮木歯科医院 〒182-0022 金属床による総義歯の提供

調布市国領町一丁目９番地３　小       （金属総義歯）第  5798号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
谷田ビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1143号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    546

42,4225,1 健歯科医院 〒182-0022 金属床による総義歯の提供
調布市国領町三丁目４番地１５       （金属総義歯）第  5826号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           270,000    270,000    
          04:チタン                                             370,000    370,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
42,4228,5 山根歯科医院 〒182-0002 金属床による総義歯の提供

調布市仙川町一丁目１８番地３１       （金属総義歯）第  5801号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
　井上ビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
42,4243,4 医療法人社団　愛光会〒182-0025 金属床による総義歯の提供

　村田歯科医院 調布市多摩川五丁目１５番地５　       （金属総義歯）第  5803号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
プレセントＭ１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   699号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
42,4248,3 とみさわ歯科医院 〒182-0021 金属床による総義歯の提供

調布市調布ヶ丘四丁目３７番地４       （金属総義歯）第  5808号                徴収開始年月日：平成 6年 8月15日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           262,500    262,500    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   872号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      3,150          
          02:小窩裂溝填塞      2,100          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
42,4253,3 松岡歯科医院 〒182-0012 金属床による総義歯の提供

調布市深大寺東町八丁目２番地９       （金属総義歯）第  5809号                徴収開始年月日：平成 6年 6月30日
　岡野ビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
42,4261,6 辻歯科医院 〒182-0034 金属床による総義歯の提供

調布市下石原三丁目６０番地４       （金属総義歯）第  5816号                徴収開始年月日：平成 6年 7月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   617号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    547

42,4262,4 阿部歯科医院 〒182-0002 金属床による総義歯の提供
調布市仙川町一丁目１２番地４３       （金属総義歯）第  5823号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
　２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          01:白金                                               700,000    700,000    
          03:コバルト                                           400,000    400,000    
          04:チタン                                             700,000    700,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第    86号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
42,4268,1 宮前歯科医院 〒182-0026 金属床による総義歯の提供

調布市小島町二丁目２９番地９　       （金属総義歯）第  5819号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
ライオンズガーデン調布１０７号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
42,4280,6 医療法人社団　維柊会〒182-0022 金属床による総義歯の提供

　中村歯科医院 調布市国領町二丁目１０番地２　       （金属総義歯）第  5822号                徴収開始年月日：平成 7年 5月18日
五香屋プラザビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
42,4283,0 フルセン歯科 〒182-0022 金属床による総義歯の提供

調布市国領町三丁目３番地１３　       （金属総義歯）第  5828号                徴収開始年月日：平成 7年 6月 1日
プラザながかわ２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           300,000    300,000    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
42,4284,8 かねこ歯科医院 〒182-0022 金属床による総義歯の提供

調布市国領町五丁目２１番地２       （金属総義歯）第  5829号                徴収開始年月日：平成 7年 9月18日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
42,4289,7 医療法人社団　とのま〒182-0003 金属床による総義歯の提供

会　石川歯科診療所 調布市若葉町二丁目１番地１　川       （金属総義歯）第  6297号                徴収開始年月日：平成 8年 4月25日
原ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          04:チタン                                             450,000               
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1864号                  徴収開始年月日：平成10年 6月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
42,4295,4 市野歯科医院 〒182-0002 金属床による総義歯の提供

調布市仙川町一丁目１５番地４　       （金属総義歯）第  6852号                徴収開始年月日：平成 9年10月 4日
鍋屋ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1674号                  徴収開始年月日：平成 9年10月 4日
          継続管理種類  　      価格

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    548

42,4302,8 天神通り歯科 〒182-0024 金属床による総義歯の提供
調布市布田一丁目３番地１       （金属総義歯）第  6957号                徴収開始年月日：平成10年 1月 7日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          01:白金                                               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  1740号                  徴収開始年月日：平成10年 1月 7日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,350          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
42,4304,4 名取歯科医院 〒182-0026 金属床による総義歯の提供

調布市小島町三丁目６３番地５       （金属総義歯）第  6985号                徴収開始年月日：平成10年 3月12日
          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  1773号                  徴収開始年月日：平成10年 3月10日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
42,4307,7 八木歯科医院 〒182-0006 金属床による総義歯の提供

調布市西つつじケ丘三丁目３７番       （金属総義歯）第  7114号                徴収開始年月日：平成10年 6月 3日
地１           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          01:白金                                               630,000    630,000    
          02:金                                                 630,000    630,000    
          03:コバルト                                           325,500    325,500    
          04:チタン                                             378,000    378,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
42,4314,3 森末歯科医院 〒182-0036 金属床による総義歯の提供

調布市飛田給一丁目２３番地１１       （金属総義歯）第  7627号                徴収開始年月日：平成11年 4月 9日
　ｉｔビル２階２０２           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
42,4315,0 たかつ歯科 〒182-0017 金属床による総義歯の提供

調布市深大寺元町一丁目２０番地       （金属総義歯）第  7284号                徴収開始年月日：平成10年10月 1日
１           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          04:チタン                                                        362,800    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1943号                  徴収開始年月日：平成10年10月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
42,4318,4 秋田歯科医院 〒182-0024 金属床による総義歯の提供

調布市布田二丁目１６番地２　ス       （金属総義歯）第  7440号                徴収開始年月日：平成11年 7月 2日
テックス３階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2029号                  徴収開始年月日：平成11年 7月 2日
          継続管理種類  　      価格

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    549

42,4319,2 神代歯科クリニック 〒182-0005 金属床による総義歯の提供
調布市東つつじヶ丘二丁目３番地       （金属総義歯）第  7525号                徴収開始年月日：平成11年10月 5日
１　グランディつつじ１０２           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2078号                  徴収開始年月日：平成11年11月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
42,4322,6 田邊歯科医院 〒182-0022 金属床による総義歯の提供

調布市国領町一丁目３３番地８       （金属総義歯）第  7628号                徴収開始年月日：平成12年 2月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2141号                  徴収開始年月日：平成12年 2月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
42,4328,3 医療法人社団　緑友会〒182-0021 金属床による総義歯の提供

　ハンズデンタルクリ調布市調布ケ丘一丁目１８番地１       （金属総義歯）第  7832号                徴収開始年月日：平成12年11月17日
ニック 　後楽園ショッピングセンター１           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

階 う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2310号                  徴収開始年月日：平成12年11月17日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
42,4331,7 医療法人社団　明泉会〒182-0002 金属床による総義歯の提供

　若葉歯科医院 調布市仙川町一丁目３３番地３５       （金属総義歯）第  7900号                徴収開始年月日：平成13年 5月 8日
　泉川ビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2345号                  徴収開始年月日：平成13年 5月 8日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
42,4332,5 医療法人社団　雄歯会〒182-0006 金属床による総義歯の提供

　大沢歯科医院 調布市西つつじヶ丘三丁目１４番       （金属総義歯）第  7912号                徴収開始年月日：平成13年 5月 1日
地６　１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
42,4336,6 工藤歯科医院 〒182-0002 金属床による総義歯の提供

調布市仙川町一丁目２０番地１６       （金属総義歯）第  8019号                徴収開始年月日：平成13年12月20日
　ヴィバーチェ仙川２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
42,4353,1 乙黒歯科クリニック 〒182-0006 金属床による総義歯の提供

調布市西つつじケ丘三丁目２６番       （金属総義歯）第  8266号                徴収開始年月日：平成15年 3月 5日
地６　栄和ビル１０２号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2517号                  徴収開始年月日：平成15年 3月 5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          

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    550

42,4357,2 医療法人社団　緑水会〒182-0001 金属床による総義歯の提供
　緑ヶ丘歯科 調布市緑ヶ丘二丁目５番地２　グ       （金属総義歯）第  8367号                徴収開始年月日：平成15年 9月 1日

リーンヒルズ仙川１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           315,000    315,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2586号                  徴収開始年月日：平成15年 9月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      2,100          
          01:フッ化物局所      2,100          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
42,4361,4 井上歯科クリニック 〒182-0025 う蝕に罹患している患者の指導管理

調布市多摩川五丁目６番地２　鈴       （う蝕管理）第  2613号                  徴収開始年月日：平成16年 2月 1日
木ビル１階           継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
42,4364,8 ひかり歯科クリニック〒182-0034 金属床による総義歯の提供

調布市下石原三丁目１１番地７　       （金属総義歯）第  8474号                徴収開始年月日：平成16年 6月 1日
ウエストベアー２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2651号                  徴収開始年月日：平成16年 6月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      3,150          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
42,4369,7 医療法人社団　緑友会〒182-0022 金属床による総義歯の提供

　デンタルケアハンズ調布市国領町八丁目２番地６４　       （金属総義歯）第  8573号                徴収開始年月日：平成16年12月 1日
イトーヨーカドー国領店３階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           262,500               
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2704号                  徴収開始年月日：平成16年12月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
42,4370,5 なかじま歯科医院 〒182-0006 金属床による総義歯の提供

調布市西つつじケ丘二丁目１番８       （金属総義歯）第  8630号                徴収開始年月日：平成17年 4月 1日
号　つつじヶ丘エクセルハイツⅣ           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
１階

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
42,4373,9 あきら歯科 〒182-0007 金属床による総義歯の提供

調布市菊野台二丁目２２番２号　       （金属総義歯）第  8633号                徴収開始年月日：平成17年 3月22日
サンライズメディカルビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           420,000    420,000    
          04:チタン                                             472,500    472,500    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2734号                  徴収開始年月日：平成17年 3月22日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,575          
          02:小窩裂溝填塞      3,150          

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    551

42,4374,7 ロゴスデンタルクリニ〒182-0026 金属床による総義歯の提供
ック 調布市小島町二丁目５１番地１　       （金属総義歯）第  8678号                徴収開始年月日：平成17年 6月 1日

１階           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    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2758号                  徴収開始年月日：平成17年 6月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
42,4375,4 医療法人社団　翠聖会〒182-0022 金属床による総義歯の提供

　国領歯科医院 調布市国領町四丁目８番地１　グ       （金属総義歯）第  8723号                徴収開始年月日：平成17年 7月 1日
ランドール武戸野２階Ｍ１           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           262,500    262,500    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
42,4376,2 横山歯科医院 〒182-0014 金属床による総義歯の提供

調布市柴崎二丁目３７番地１８       （金属総義歯）第  8788号                徴収開始年月日：平成18年 1月 5日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           210,000    210,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2816号                  徴収開始年月日：平成18年 1月 5日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,050          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
42,4381,2 星野歯科 〒182-0035 金属床による総義歯の提供

調布市上石原二丁目９番地２       （金属総義歯）第  8904号                徴収開始年月日：平成18年 5月 9日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
42,4383,8 中北歯科診療所ゆうデ〒182-0012 金属床による総義歯の提供

ンタルクリニック 調布市深大寺東町二丁目２３番地       （金属総義歯）第  8944号                徴収開始年月日：平成18年10月 1日
５　深大寺メディカルビル３０３           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          04:チタン                                             350,000    350,000    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
42,4384,6 オバタ歯科クリニック〒182-0002 金属床による総義歯の提供

調布市仙川町一丁目１６番地２７       （金属総義歯）第  9042号                徴収開始年月日：平成19年 4月 1日
　新川ビル１階           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  2989号                  徴収開始年月日：平成19年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,000          
          02:小窩裂溝填塞      1,000          

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



保険外併用療養費医療機関名簿

 医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 病床数

[　　　　　　　　 現在 作成         頁

報告内容医療機関番号

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    552

42,4387,9 いなだ歯科クリニック〒182-0024 金属床による総義歯の提供
調布市布田四丁目８番地３　ライ       （金属総義歯）第  9102号                徴収開始年月日：平成19年 6月 1日
オンズテラス調布１０１－Ａ           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    
          01:白金                                               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  3028号                  徴収開始年月日：平成19年 6月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,000          
          02:小窩裂溝填塞      1,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
42,4389,5 医療法人社団　康美会〒182-0005 金属床による総義歯の提供

　としま歯科医院 調布市東つつじケ丘一丁目２番地       （金属総義歯）第  9153号                徴収開始年月日：平成19年 9月 1日
５　井上ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          04:チタン                                             315,000    315,000    
          03:コバルト                                           262,500    262,500    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  3059号                  徴収開始年月日：平成19年 9月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      3,150          
          02:小窩裂溝填塞      2,100          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
42,4391,1 松浦歯科クリニック 〒182-0022 金属床による総義歯の提供

調布市国領町三丁目３番地２０　       （金属総義歯）第  9192号                徴収開始年月日：平成19年10月 1日
よろずやビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           380,000    380,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  3095号                  徴収開始年月日：平成19年10月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      3,150          
          02:小窩裂溝填塞      2,100          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
42,4394,5 医療法人社団　若歯会〒182-0002 金属床による総義歯の提供

　ちゃいるど歯科医院調布市仙川町一丁目１９番地１７       （金属総義歯）第  9299号                徴収開始年月日：平成20年 6月11日
　仙川パティオ２階Ｃ           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           262,500    262,500    
          02:金                                                 367,500    367,500    
          04:チタン                                             315,000    315,000    
          01:白金                                               420,000    420,000    

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    553

42,4396,0 医療法人社団　英翔会〒182-0017 金属床による総義歯の提供
　はら歯科クリニック調布市深大寺元町四丁目３８番地       （金属総義歯）第  9316号                徴収開始年月日：平成20年 8月 1日

４　エクレール深大寺２０２号室           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
                                コバルトニッケル                262,500    262,500    
          04:チタン                                             367,500    367,500    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  3169号                  徴収開始年月日：平成20年 8月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,050          
          02:小窩裂溝填塞      1,050          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
42,4397,8 医療法人社団　朋愛会〒182-0026 金属床による総義歯の提供

　藤歯科医院 調布市小島町二丁目４０番地１６       （金属総義歯）第  9339号                徴収開始年月日：平成20年 9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                                             250,000    250,000    
          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  3181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      3,000          
          02:小窩裂溝填塞      3,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
42,4400,0 みなみ歯科クリニック〒182-0022 う蝕に罹患している患者の指導管理

調布市国領町二丁目５番１５号　       （う蝕管理）第  3197号                  徴収開始年月日：平成21年 1月 1日
コクティー２０５           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          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
42,4402,6 澤歯科医院 〒182-0006 金属床による総義歯の提供

調布市西つつじケ丘三丁目３３番       （金属総義歯）第  9392号                徴収開始年月日：平成21年 3月 1日
１３号　田村ビル           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           250,000    250,000    
          04:チタン                                             350,000    350,000    
          02:金                                                 600,000    600,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
42,4407,5 エンゼル歯科クリニッ〒182-0024 う蝕に罹患している患者の指導管理

ク 調布市布田四丁目１８番１号　ラ       （う蝕管理）第  3259号                  徴収開始年月日：平成21年12月 1日
イオンズマンション調布駅南３階           継続管理種類  　      価格
３０２号           01:フッ化物局所      1,050          

          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

[　　　　　　　　 現在 作成         頁

報告内容医療機関番号

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    554

42,4416,6 医療法人社団　友伸会〒182-0002 金属床による総義歯の提供
　仙川町歯科クリニッ調布市仙川町三丁目４番地１       （金属総義歯）第  9603号                徴収開始年月日：平成23年 7月 1日
ク           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          02:金                                                 420,000    420,000    
          03:コバルト                                           210,000    210,000    
          04:チタン                                             315,000    315,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  3358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      3,150          
          02:小窩裂溝填塞      3,150          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
42,4425,7 医療法人社団　愛徳会〒182-0022 金属床による総義歯の提供

　ライオンズ歯科医院調布市国領町四丁目４７番９号　       （金属総義歯）第  9778号                徴収開始年月日：平成25年 4月17日
ライオンズマンション調布第３－           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
２０１号           04:チタン                                             367,500    367,500    

          03:コバルト                                           315,000    315,000    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
42,4434,9 竹内歯科医院 〒182-0016 う蝕に罹患している患者の指導管理

調布市佐須町二丁目１７番地１       （う蝕管理）第  3470号                  徴収開始年月日：平成26年 1月 6日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      4,200          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
42,4436,4 マーレデンタルクリニ〒182-0024 金属床による総義歯の提供

ック 調布市布田四丁目２３番地２　カ       （金属総義歯）第  9830号                徴収開始年月日：平成26年 4月 1日
ンパニュラ           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          04:チタン                                             300,000    200,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  3474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      1,000          
          02:小窩裂溝填塞      1,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
42,4470,3 みはし歯科クリニック〒182-0024 う蝕に罹患している患者の指導管理

調布市布田三丁目１番地７　池田       （う蝕管理）第  3560号                  徴収開始年月日：平成30年 2月 1日
ビル１階           継続管理種類  　      価格

          01:フッ化物局所      1,080          
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
43,4028,7 歯科井出医院 〒187-0002 金属床による総義歯の提供

小平市花小金井五丁目２７番地２       （金属総義歯）第  5834号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
43,4056,8 吉田歯科医院 〒187-0042 金属床による総義歯の提供

小平市仲町２３４番地       （金属総義歯）第  5844号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    555

43,4058,4 岡村歯科医院 〒187-0043 金属床による総義歯の提供
小平市学園東町三丁目２番８号１       （金属総義歯）第  5845号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
43,4071,7 久永歯科医院 〒187-0041 金属床による総義歯の提供

小平市美園町三丁目９番３号       （金属総義歯）第  5849号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
43,4086,5 上田歯科医院 〒187-0043 金属床による総義歯の提供

小平市学園東町一丁目２番５号       （金属総義歯）第  5851号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
43,4087,3 篠木歯科医院 〒187-0045 金属床による総義歯の提供

小平市学園西町三丁目１９番１１       （金属総義歯）第  5852号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1183号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
43,4094,9 神津歯科医院 〒187-0002 金属床による総義歯の提供

小平市花小金井一丁目４番１０号       （金属総義歯）第  5855号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
　信和ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
43,4097,2 佐藤歯科クリニック 〒187-0001 金属床による総義歯の提供

小平市大沼町一丁目２０番２１号       （金属総義歯）第  5858号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
43,4100,4 植木歯科医院 〒187-0032 金属床による総義歯の提供

小平市小川町一丁目９４６番地４       （金属総義歯）第  5860号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
７           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
43,4105,3 佐藤歯科医院 〒187-0043 金属床による総義歯の提供

小平市学園東町一丁目３番１２号       （金属総義歯）第  5863号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1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   945号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
43,4108,7 河野歯科医院 〒187-0045 う蝕に罹患している患者の指導管理

小平市学園西町二丁目１３番２９       （う蝕管理）第   643号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
号           継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
43,4110,3 みかみ歯科医院 〒187-0032 金属床による総義歯の提供

小平市小川町二丁目１９７１番地       （金属総義歯）第  5864号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
　エックビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    556

43,4114,5 グリーンプラザ歯科医〒187-0041 金属床による総義歯の提供
院 小平市美園町一丁目６番１号　グ       （金属総義歯）第  9422号                徴収開始年月日：平成21年 7月23日

リーンプラザ２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          04:チタン                                             388,500               
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1057号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
43,4115,2 タガヤ歯科クリニック〒187-0031 金属床による総義歯の提供

小平市小川東町一丁目１８番２９       （金属総義歯）第  5867号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
号　仁平ビル３階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  3465号                  徴収開始年月日：平成25年11月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,050          
          02:小窩裂溝填塞      1,500          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
43,4129,3 岡田歯科医院 〒187-0032 金属床による総義歯の提供

小平市小川町二丁目１８６２番地       （金属総義歯）第  5874号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
１１　岡田ビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
43,4132,7 あらき歯科医院 〒187-0043 金属床による総義歯の提供

小平市学園東町二丁目４番１９号       （金属総義歯）第  5875号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 6日
　ホームズ一ツ橋１階１０１号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1604号                  徴収開始年月日：平成 9年 7月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
43,4133,5 医療法人社団　伸生会〒187-0002 金属床による総義歯の提供

　奥村歯科医院 小平市花小金井一丁目１２番２号       （金属総義歯）第  5876号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 2日
　花小金井プリンスマンション２           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
０２号           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   900号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
43,4140,0 サニーコート小平ビル〒187-0041 金属床による総義歯の提供

歯科医院 小平市美園町一丁目１６番２号　       （金属総義歯）第  5879号                徴収開始年月日：平成 6年 8月 1日
サニーコート小平ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           250,000    280,000    
          04:チタン                                             300,000    330,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
43,4143,4 医療法人社団　常樹会〒187-0002 金属床による総義歯の提供

　宇梶歯科医院本院 小平市花小金井一丁目３番地２８       （金属総義歯）第  5880号                徴収開始年月日：平成 6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    



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    557

43,4146,7 医療法人社団　常樹会〒187-0041 金属床による総義歯の提供
　宇梶歯科医院第二診小平市美園町二丁目２番２４号　       （金属総義歯）第  5882号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
療所 小山ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           200,000    200,000    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
43,4150,9 医療法人社団　泰和会〒187-0002 金属床による総義歯の提供

　平山歯科医院 小平市花小金井四丁目３９番地１       （金属総義歯）第  5884号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
０　本間ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           250,000    250,000    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
43,4155,8 内藤歯科医院 〒187-0032 金属床による総義歯の提供

小平市小川町一丁目８２２番地       （金属総義歯）第  5886号                徴収開始年月日：平成 6年 9月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
43,4157,4 中澤歯科医院 〒187-0025 金属床による総義歯の提供

小平市津田町三丁目４０番１２号       （金属総義歯）第  7629号                徴収開始年月日：平成12年 4月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           210,000               
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   195号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
43,4162,4 デンタルクリニックオ〒187-0031 金属床による総義歯の提供

カダ 小平市小川東町１８２１番地１３       （金属総義歯）第  6299号                徴収開始年月日：平成 8年 4月25日
６           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
43,4163,2 青木歯科クリニック 〒187-0011 金属床による総義歯の提供

小平市鈴木町二丁目８４６番地２       （金属総義歯）第  6300号                徴収開始年月日：平成 8年 7月 1日
９　ロイヤルガ－デン１０１号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
43,4164,0 岩間歯科医院 〒187-0004 金属床による総義歯の提供

小平市天神町一丁目３番８号　ヘ       （金属総義歯）第  6634号                徴収開始年月日：平成 9年 4月 3日
リオス天神町レジデンス１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1519号                  徴収開始年月日：平成 9年 5月21日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
43,4169,9 広野歯科医院 〒187-0011 金属床による総義歯の提供

小平市鈴木町二丁目２０５番地       （金属総義歯）第  6958号                徴収開始年月日：平成10年 2月 2日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1743号                  徴収開始年月日：平成10年 2月 2日
          継続管理種類  　      価格

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    558

43,4172,3 なかじま歯科医院 〒187-0002 金属床による総義歯の提供
小平市花小金井一丁目１２番地５       （金属総義歯）第  7382号                徴収開始年月日：平成11年 5月 1日
　秋田ビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2000号                  徴収開始年月日：平成11年 5月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
43,4176,4 つるた歯科医院 〒187-0002 金属床による総義歯の提供

小平市花小金井二丁目３１番地１       （金属総義歯）第  7692号                徴収開始年月日：平成12年 6月 1日
５　サンライズ２１　１０３号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
43,4178,0 浜田歯科医院 〒187-0045 金属床による総義歯の提供

小平市学園西町二丁目７番２号       （金属総義歯）第  7905号                徴収開始年月日：平成13年 5月14日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
43,4183,0 みその歯科 〒187-0041 金属床による総義歯の提供

小平市美園町一丁目２番１６号       （金属総義歯）第  9351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
          02:金                                                 350,000    350,000    
          03:コバルト                                           250,000    250,000    
          04:チタン                                             300,000    300,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
43,4192,1 オリーブ歯科医院 〒187-0031 金属床による総義歯の提供

小平市小川東町２６０４番地３６       （金属総義歯）第  8337号                徴収開始年月日：平成15年 9月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2564号                  徴収開始年月日：平成15年 9月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
43,4197,0 みはら歯科 〒187-0032 金属床による総義歯の提供

小平市小川町一丁目４１９番地５       （金属総義歯）第  9319号                徴収開始年月日：平成20年 7月25日
０           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    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
43,4203,6 中山歯科医院 〒187-0043 金属床による総義歯の提供

小平市学園東町三丁目４番２号       （金属総義歯）第  9021号                徴収開始年月日：平成19年 3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                                                 350,000    350,000    
          04:チタン                                             350,000    350,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2968号                  徴収開始年月日：平成19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          



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    559

43,4205,1 小林歯科医院 〒187-0024 金属床による総義歯の提供
小平市たかの台３９番２号       （金属総義歯）第  9123号                徴収開始年月日：平成19年 5月31日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           250,000    230,000    
          04:チタン                                             300,000    270,000    
          02:金                                                 500,000    500,000    
          01:白金                                               550,000    550,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
43,4211,9 南島歯科医院 〒187-0002 金属床による総義歯の提供

小平市花小金井一丁目２６番地１       （金属総義歯）第  9362号                徴収開始年月日：平成20年 8月29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                                             390,000    390,000    
                                貴金属                          410,000    410,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  3193号                  徴収開始年月日：平成20年 8月29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          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
43,4220,0 ワイエスデンタルクリ〒187-0024 金属床による総義歯の提供

ニック 小平市たかの台３８番地７号　た       （金属総義歯）第  9461号                徴収開始年月日：平成22年 2月 1日
かの台駅前メディカルプラザ３階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          01:白金                                               150,000    150,000    
          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  3267号                  徴収開始年月日：平成22年 2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          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
43,4223,4 くまがいデンタルクリ〒187-0032 金属床による総義歯の提供

ニック 小平市小川町一丁目４３２番地１       （金属総義歯）第  9682号                徴収開始年月日：平成24年 4月 1日
　いなげや小平小川橋店           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           525,000    525,000    
          04:チタン                                             420,000    420,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  3400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      1,575          
          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

[　　　　　　　　 現在 作成         頁

報告内容医療機関番号

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    560

43,4234,1 ヒロ歯科 〒187-0002 金属床による総義歯の提供
小平市花小金井五丁目５２番地１       （金属総義歯）第  9906号                徴収開始年月日：平成27年 9月 1日
０　中丸ビル第１　１０１号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           300,000    300,000    
          02:金                                                 400,000    400,000    
          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  3511号                  徴収開始年月日：平成27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          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
44,4033,5 吉成歯科医院 〒197-0003 金属床による総義歯の提供

福生市熊川１３９６番地　塩野ビ       （金属総義歯）第  5891号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
ル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1987号                  徴収開始年月日：平成11年 4月26日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
44,4042,6 梅田歯科医院 〒197-0011 金属床による総義歯の提供

福生市福生１０４６番地　岸ビル       （金属総義歯）第  5894号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
ディング１０２           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
44,4046,7 エビナ歯科 〒197-0011 金属床による総義歯の提供

福生市福生１０５９番地       （金属総義歯）第  5896号                徴収開始年月日：平成 6年 7月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
44,4047,5 大浦歯科医院 〒197-0011 金属床による総義歯の提供

福生市福生８６７番地       （金属総義歯）第  7383号                徴収開始年月日：平成11年 5月21日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
44,4051,7 新井歯科医院 〒197-0011 金属床による総義歯の提供

福生市福生８７５番９　メゾン福       （金属総義歯）第  5897号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
生１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
44,4052,5 浜崎歯科 〒197-0011 金属床による総義歯の提供

福生市福生１０７８番地１１　第       （金属総義歯）第  5898号                徴収開始年月日：平成 6年 9月 1日
２栄和ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
44,4053,3 荒木歯科医院 〒197-0024 金属床による総義歯の提供

福生市牛浜１３０番地       （金属総義歯）第  5899号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    561

44,4056,6 あおやぎ歯科 〒197-0011 金属床による総義歯の提供
福生市福生７６７番地　吉池ビル       （金属総義歯）第  5901号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
３階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   943号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
44,4057,4 東福生歯科クリニック〒197-0011 金属床による総義歯の提供

福生市福生２１２５番地２　武蔵       （金属総義歯）第  6389号                徴収開始年月日：平成 8年 2月 1日
野ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
44,4064,0 おくむら歯科クリニッ〒197-0024 金属床による総義歯の提供

ク 福生市牛浜１１８番地１　コート       （金属総義歯）第  6986号                徴収開始年月日：平成10年 3月 1日
エレガンスＥｌｌｅ－Ｋ２階Ｍ－           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
０３号室 う蝕に罹患している患者の指導管理

      （う蝕管理）第  1765号                  徴収開始年月日：平成10年 3月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
44,4066,5 今里歯科医院 〒197-0022 金属床による総義歯の提供

福生市本町７８番地       （金属総義歯）第  7234号                徴収開始年月日：平成10年11月 4日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1917号                  徴収開始年月日：平成10年11月 4日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
44,4077,2 島田歯科クリニック 〒197-0021 金属床による総義歯の提供

福生市東町１０番地４       （金属総義歯）第  8899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
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2896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      2,000          
          02:小窩裂溝填塞        500          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
44,4079,8 江藤歯科医院 〒197-0003 金属床による総義歯の提供

福生市熊川６２１番地       （金属総義歯）第  9317号                徴収開始年月日：平成20年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          01:白金                                               525,000    525,000    
          02:金                                                 630,000    630,000    
          03:コバルト                                           315,000    315,000    
          04:チタン                                             420,000    420,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  3170号                  徴収開始年月日：平成20年 6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      2,000          



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    562

44,4080,6 たかはし歯科医院 〒197-0004 金属床による総義歯の提供
福生市南田園二丁目１６番地１２       （金属総義歯）第  9335号                徴収開始年月日：平成20年10月 1日
　福生団地１０３、１０４           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          04:チタン                                             180,000    180,000    
          03:コバルト                                           160,000    160,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
45,4003,5 荒木歯科医院 〒201-0005 金属床による総義歯の提供

狛江市岩戸南三丁目４番１３号       （金属総義歯）第  5903号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
45,4014,2 早川歯科医院 〒201-0003 金属床による総義歯の提供

狛江市和泉本町一丁目２番９号       （金属総義歯）第  5907号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
45,4030,8 松浦歯科医院 〒201-0001 金属床による総義歯の提供

狛江市西野川三丁目８番３号       （金属総義歯）第  5909号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           150,000               

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
45,4032,4 こうだ歯科医院 〒201-0005 金属床による総義歯の提供

狛江市岩戸南二丁目１番１０号　       （金属総義歯）第  5911号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
喜多見ハイツ           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           190,000    190,000    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
45,4041,5 島田歯科医院 〒201-0004 金属床による総義歯の提供

狛江市岩戸北四丁目１０番７号       （金属総義歯）第  5914号                徴収開始年月日：平成 6年 7月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
45,4043,1 松本歯科医院 〒201-0003 金属床による総義歯の提供

狛江市和泉本町三丁目２２番９号       （金属総義歯）第  5916号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
　松本ハイツ１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
45,4044,9 杉田歯科医院 〒201-0002 金属床による総義歯の提供

狛江市東野川三丁目１番地　鈴木       （金属総義歯）第  5917号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
45,4046,4 堀江歯科医院 〒201-0004 金属床による総義歯の提供

狛江市岩戸北一丁目１７番２０号       （金属総義歯）第  5945号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
45,4047,2 歯科鈴木クリニック 〒201-0013 金属床による総義歯の提供

狛江市元和泉一丁目４番９号       （金属総義歯）第  9423号                徴収開始年月日：平成21年 8月 3日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          01:白金                                               600,000    500,000    
          02:金                                                 500,000    380,000    
          04:チタン                                             400,000    280,000    
          03:コバルト                                           300,000    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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    563

45,4048,0 しまの歯科医院 〒201-0003 金属床による総義歯の提供
狛江市和泉本町一丁目５番２号　       （金属総義歯）第  5921号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
ベルハイツ狛江１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1358号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月16日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
45,4055,5 青山歯科医院 〒201-0002 金属床による総義歯の提供

狛江市東野川一丁目２番１２号       （金属総義歯）第  5923号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
45,4061,3 押尾歯科医院 〒201-0003 金属床による総義歯の提供

狛江市和泉本町二丁目３１番２号       （金属総義歯）第  5925号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1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                                             380,000    380,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
45,4065,4 岡本歯科医院 〒201-0014 金属床による総義歯の提供

狛江市東和泉三丁目３番１５号　       （金属総義歯）第  5927号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
エルマビルＡ棟２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1012号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
45,4068,8 津江歯科医院 〒201-0004 金属床による総義歯の提供

狛江市岩戸北四丁目８番１号       （金属総義歯）第  5929号                徴収開始年月日：平成 7年 8月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           350,000    350,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1804号                  徴収開始年月日：平成10年 4月10日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
45,4070,4 塩谷歯科医院 〒201-0014 金属床による総義歯の提供

狛江市東和泉一丁目１６番５号　       （金属総義歯）第  6390号                徴収開始年月日：平成 8年 6月22日
ジューンビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
45,4071,2 石川歯科医院 〒201-0014 金属床による総義歯の提供

狛江市東和泉三丁目１２番２号　       （金属総義歯）第  6540号                徴収開始年月日：平成 8年12月 1日
セトウチビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1419号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,050          

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    564

45,4072,0 花井歯科医院 〒201-0015 金属床による総義歯の提供
狛江市猪方三丁目２６番地１１       （金属総義歯）第  6853号                徴収開始年月日：平成 9年 9月 5日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                                      350,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1664号                  徴収開始年月日：平成 9年 9月 5日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
45,4077,9 アキデンタルクリニッ〒201-0012 金属床による総義歯の提供

ク 狛江市中和泉一丁目２番１０号　       （金属総義歯）第  7384号                徴収開始年月日：平成11年 5月 6日
白井ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
45,4079,5 あかま歯科 〒201-0003 金属床による総義歯の提供

狛江市和泉本町一丁目３番１号　       （金属総義歯）第  8049号                徴収開始年月日：平成14年 3月 1日
東海狛江マンション１０３           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
45,4087,8 大中歯科医院 〒201-0012 金属床による総義歯の提供

狛江市中和泉二丁目５番１４号       （金属総義歯）第  8615号                徴収開始年月日：平成17年 1月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          04:チタン                                             357,000    357,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
45,4089,4 狛江歯科医院 〒201-0014 金属床による総義歯の提供

狛江市東和泉一丁目２９番１１号       （金属総義歯）第  9043号                徴収開始年月日：平成19年 2月 1日
　サンライズビル２階           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    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
45,4097,7 関谷歯科医院 〒201-0012 金属床による総義歯の提供

狛江市中和泉五丁目３０番１６号       （金属総義歯）第  9598号                徴収開始年月日：平成23年 6月 8日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           280,000    280,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
45,4105,8 医療法人社団　知瑛会〒201-0012 金属床による総義歯の提供

　アップル歯科クリニ狛江市中和泉一丁目１番１号　狛       （金属総義歯）第  9914号                徴収開始年月日：平成27年10月 1日
ック 江ＹＳビル４階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           250,000    250,000    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
46,4019,9 竹下歯科医院 〒207-0023 金属床による総義歯の提供

東大和市上北台一丁目８８６番地       （金属総義歯）第  5933号                徴収開始年月日：平成 6年 7月 1日
２８           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
46,4025,6 深堀歯科医院 〒207-0014 金属床による総義歯の提供

東大和市南街一丁目２６番１号       （金属総義歯）第  5936号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    565

46,4035,5 清原歯科医院 〒207-0011 金属床による総義歯の提供
東大和市清原二丁目１２５８番地       （金属総義歯）第  5938号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
１４　東大和ビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
46,4038,9 岩崎歯科医院 〒207-0022 金属床による総義歯の提供

東大和市桜が丘三丁目４４番地１       （金属総義歯）第  5939号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
４           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
46,4042,1 医療法人社団　健医会〒207-0016 金属床による総義歯の提供

　田中歯科医院 東大和市仲原三丁目５番地１０       （金属総義歯）第  5942号                徴収開始年月日：平成 6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    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
46,4044,7 大原歯科医院 〒207-0014 金属床による総義歯の提供

東大和市南街六丁目１番５号　ト       （金属総義歯）第  5944号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
リコロール西川２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
46,4047,0 さいとう歯科医院 〒207-0032 金属床による総義歯の提供

東大和市蔵敷二丁目５２７番地１       （金属総義歯）第  5946号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
７           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
46,4049,6 豊田歯科クリニック 〒207-0004 金属床による総義歯の提供

東大和市清水三丁目７７４番地５       （金属総義歯）第  5947号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
　ＮＳビル１０１号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
46,4052,0 山崎歯科医院 〒207-0013 金属床による総義歯の提供

東大和市向原六丁目１１８０番地       （金属総義歯）第  5950号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
１           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
46,4056,1 よしかわ歯科クリニッ〒207-0031 金属床による総義歯の提供

ク 東大和市奈良橋二丁目６０３番地       （金属総義歯）第  5953号                徴収開始年月日：平成 8年 1月 1日
１０１           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           350,000               
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
46,4063,7 医療法人社団　桜風会〒207-0011 金属床による総義歯の提供

　まつもと歯科 東大和市清原四丁目１０番地２７       （金属総義歯）第  7728号                徴収開始年月日：平成12年 6月 1日
　Ｍ－ＯＮＥビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
46,4070,2 仙名歯科クリニック 〒207-0011 金属床による総義歯の提供

東大和市清原四丁目１０番地１５       （金属総義歯）第  8031号                徴収開始年月日：平成14年 2月22日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
46,4073,6 医療法人社団　光歯会〒207-0014 金属床による総義歯の提供

　小川歯科 東大和市南街四丁目１３番２２号       （金属総義歯）第  8176号                徴収開始年月日：平成14年 9月 6日
　糟谷ビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    566

46,4074,4 わかさ歯科医院 〒207-0023 金属床による総義歯の提供
東大和市上北台三丁目４５９番地       （金属総義歯）第  8241号                徴収開始年月日：平成15年 3月10日
１４　グリーンプラザ上北台１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2495号                  徴収開始年月日：平成15年 3月10日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
46,4076,9 今井歯科 〒207-0014 金属床による総義歯の提供

東大和市南街五丁目５３番１号       （金属総義歯）第  8769号                徴収開始年月日：平成17年11月14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                                             350,000    350,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
46,4077,7 医療法人社団　伸栄会〒207-0022 金属床による総義歯の提供

　ことり歯科クリニッ東大和市桜が丘二丁目２４１番地       （金属総義歯）第  8956号                徴収開始年月日：平成18年11月 1日
ク １　栗原ビル１階１０２号室           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           420,000    420,000    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
46,4081,9 黒米歯科医院 〒207-0014 金属床による総義歯の提供

東大和市南街五丁目９５番５号       （金属総義歯）第  9363号                徴収開始年月日：平成20年10月11日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           250,000    250,000    
          02:金                                                 500,000    500,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
46,4088,4 あみのデンタルクリニ〒207-0014 金属床による総義歯の提供

ック 東大和市南街五丁目９７番９号　       （金属総義歯）第  9635号                徴収開始年月日：平成23年 9月14日
ドミネント東大和２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           262,500    262,500    
          04:チタン                                             315,000    315,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
47,4004,9 天川歯科医院 〒204-0004 金属床による総義歯の提供

清瀬市野塩一丁目３５６番地       （金属総義歯）第  5954号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
47,4018,9 五十嵐歯科医院 〒204-0021 金属床による総義歯の提供

清瀬市元町一丁目８番２３号       （金属総義歯）第  5956号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
47,4044,5 松村歯科医院 〒204-0004 金属床による総義歯の提供

清瀬市野塩三丁目１２番地５       （金属総義歯）第  5961号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          04:チタン                                             150,000    150,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
47,4055,1 医療法人社団　和気歯〒204-0022 金属床による総義歯の提供

科クリニック 清瀬市松山一丁目１３番３号　森       （金属総義歯）第  5964号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
田ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    567

47,4059,3 福田歯科医院 〒204-0021 金属床による総義歯の提供
清瀬市元町一丁目１番５号       （金属総義歯）第  6758号                徴収開始年月日：平成 9年 6月28日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1585号                  徴収開始年月日：平成 9年 5月28日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
47,4060,1 大西歯科クリニック 〒204-0021 金属床による総義歯の提供

清瀬市元町一丁目４番１５号　清       （金属総義歯）第  6815号                徴収開始年月日：平成 9年 9月 2日
瀬薬局ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1659号                  徴収開始年月日：平成 9年 9月 2日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
47,4064,3 中山歯科医院 〒204-0004 金属床による総義歯の提供

清瀬市野塩四丁目２２３番地１　       （金属総義歯）第  8289号                徴収開始年月日：平成15年 7月 1日
スクエア清瀬１０５           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  2538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          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
47,4069,2 医療法人社団　敬愛会〒204-0021 金属床による総義歯の提供

　岩崎歯科医院 清瀬市元町一丁目８番３７号　北       （金属総義歯）第  8770号                徴収開始年月日：平成17年10月 1日
口駅前ビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           100,000    100,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2805号                  徴収開始年月日：平成17年10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      5,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
47,4089,0 本村歯科医院 〒204-0021 金属床による総義歯の提供

清瀬市元町一丁目１８番１３号       （金属総義歯）第 10022号                徴収開始年月日：平成30年 2月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           260,000    260,000    
          04:チタン                                             500,000    500,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
48,4040,1 武田歯科診療所 〒203-0012 金属床による総義歯の提供

東久留米市浅間町三丁目１２番１       （金属総義歯）第  5973号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    568

48,4042,7 神津歯科医院 〒203-0053 金属床による総義歯の提供
東久留米市本町三丁目４番１０号       （金属総義歯）第  5974号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
48,4045,0 楠田歯科 〒203-0002 金属床による総義歯の提供

東久留米市神宝町二丁目１０番２       （金属総義歯）第  5977号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
６号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
48,4050,0 藤山歯科医院 〒203-0014 金属床による総義歯の提供

東久留米市東本町６番１５号　平       （金属総義歯）第  5979号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
和ビル３階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
48,4051,8 浜田歯科医院 〒203-0033 金属床による総義歯の提供

東久留米市滝山四丁目２番１号       （金属総義歯）第  6301号                徴収開始年月日：平成 8年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
48,4054,2 井上歯科 〒203-0043 金属床による総義歯の提供

東久留米市下里七丁目６番２２号       （金属総義歯）第  5981号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   740号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
48,4055,9 大野歯科クリニック 〒203-0054 金属床による総義歯の提供

東久留米市中央町六丁目２番５３       （金属総義歯）第  5982号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           250,000    250,000    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
48,4057,5 鈴木歯科医院 〒203-0053 金属床による総義歯の提供

東久留米市本町三丁目１０番６号       （金属総義歯）第  5983号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
　林ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           346,500    346,500    
          04:チタン                                             367,500    367,500    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
48,4059,1 鈴木歯科医院 〒203-0012 金属床による総義歯の提供

東久留米市浅間町三丁目２１番３       （金属総義歯）第  6897号                徴収開始年月日：平成 9年11月11日
号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
48,4062,5 石塚歯科医院 〒203-0011 金属床による総義歯の提供

東久留米市大門町一丁目１番２４       （金属総義歯）第  5985号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          01:白金                                               800,000    800,000    
          04:チタン                                             400,000    400,000    

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    569

48,4067,4 内田歯科医院 〒203-0023 金属床による総義歯の提供
東久留米市南沢一丁目４番３６号       （金属総義歯）第  5988号                徴収開始年月日：平成 7年 8月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1594号                  徴収開始年月日：平成 9年 7月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
48,4069,0 西川歯科医院 〒203-0033 金属床による総義歯の提供

東久留米市滝山四丁目１番３５号       （金属総義歯）第  5990号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
48,4073,2 宮崎歯科医院 〒203-0032 金属床による総義歯の提供

東久留米市前沢三丁目６番４９号       （金属総義歯）第  5991号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
48,4078,1 くるめ歯科医院 〒203-0053 金属床による総義歯の提供

東久留米市本町一丁目５番１８号       （金属総義歯）第  5994号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
　柴田ビル３階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           220,000               
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
48,4081,5 おおたか歯科医院 〒203-0033 金属床による総義歯の提供

東久留米市滝山七丁目２０番２号       （金属総義歯）第  5996号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
48,4084,9 本町歯科クリニック 〒203-0053 金属床による総義歯の提供

東久留米市本町一丁目３番５号　       （金属総義歯）第  6000号                徴収開始年月日：平成 7年 7月 1日
大森ビル３階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
48,4085,6 医療法人社団　雅心会〒203-0003 金属床による総義歯の提供

　鎌田歯科医院 東久留米市金山町二丁目８番３号       （金属総義歯）第  5887号                徴収開始年月日：平成 7年 4月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2599号                  徴収開始年月日：平成15年12月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
48,4086,4 川村歯科医院 〒203-0014 金属床による総義歯の提供

東久留米市東本町１４番２５号　       （金属総義歯）第  6001号                徴収開始年月日：平成 8年 3月 1日
カムレイド１０１           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   591号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
48,4088,0 さかいの歯科 〒203-0032 金属床による総義歯の提供

東久留米市前沢四丁目３１番６号       （金属総義歯）第  6002号                徴収開始年月日：平成 8年 1月 5日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    570

48,4091,4 田口歯科医院 〒203-0053 金属床による総義歯の提供
東久留米市本町一丁目３番１号　       （金属総義歯）第  6391号                徴収開始年月日：平成 8年 7月 1日
東久留米本町ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
48,4092,2 おの歯科医院 〒203-0013 金属床による総義歯の提供

東久留米市新川町一丁目４番１８       （金属総義歯）第  6560号                徴収開始年月日：平成 9年 1月21日
号　わかさとビル２階２０３号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
48,4093,0 早崎歯科医院 〒203-0043 金属床による総義歯の提供

東久留米市下里二丁目８番２９号       （金属総義歯）第  6635号                徴収開始年月日：平成 9年 3月 1日
　下里エヌエスビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
48,4096,3 谷歯科医院 〒203-0033 金属床による総義歯の提供

東久留米市滝山五丁目６番５号       （金属総義歯）第  7287号                徴収開始年月日：平成10年12月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
48,4109,4 黒川歯科医院 〒203-0033 金属床による総義歯の提供

東久留米市滝山五丁目１番２１号       （金属総義歯）第  9932号                徴収開始年月日：平成28年 3月10日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           350,000    350,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
48,4113,6 小山台歯科医院 〒203-0053 金属床による総義歯の提供

東久留米市本町一丁目３番３０号       （金属総義歯）第  8634号                徴収開始年月日：平成17年 3月 1日
　メランプスビル２－２           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
48,4118,5 よりこデンタルクリニ〒203-0013 金属床による総義歯の提供

ック 東久留米市新川町一丁目３番３７       （金属総義歯）第  8967号                徴収開始年月日：平成18年12月 1日
号　ＫＲビル３階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          01:白金                                               850,000    850,000    
          04:チタン                                             430,000    430,000    
          03:コバルト                                           250,000    250,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
48,4120,1 滝山中央歯科医院 〒203-0033 金属床による総義歯の提供

東久留米市滝山四丁目１番４０号       （金属総義歯）第  9226号                徴収開始年月日：平成20年 2月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          02:金                                                 550,000    550,000    
          04:チタン                                             450,000    450,000    
          03:コバルト                                           350,000    350,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  3119号                  徴収開始年月日：平成20年 2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      1,500          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
49,4012,8 北多摩歯科 〒208-0011 金属床による総義歯の提供

武蔵村山市学園三丁目４１番地４       （金属総義歯）第  6004号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
　峯岸ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    571

49,4015,1 土方歯科クリニック 〒208-0002 金属床による総義歯の提供
武蔵村山市神明二丁目１４番地       （金属総義歯）第  6005号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
49,4016,9 医療法人社団　仁岳会〒208-0013 金属床による総義歯の提供

　メトロ歯科医院 武蔵村山市大南五丁目６９番地２       （金属総義歯）第  6006号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
49,4023,5 長尾歯科医院 〒208-0013 金属床による総義歯の提供

武蔵村山市大南三丁目６６番地１       （金属総義歯）第  6008号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
１           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
49,4026,8 宮崎歯科医院 〒208-0004 金属床による総義歯の提供

武蔵村山市本町二丁目７２番地１       （金属総義歯）第  6009号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
49,4028,4 乙幡歯科医院 〒208-0034 金属床による総義歯の提供

武蔵村山市残堀五丁目１０１番地       （金属総義歯）第  6010号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
３           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
49,4029,2 宿萬ビル歯科 〒208-0023 金属床による総義歯の提供

武蔵村山市伊奈平五丁目５８番地       （金属総義歯）第  6011号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
２０　宿萬ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
49,4030,0 髙野歯科医院 〒208-0004 金属床による総義歯の提供

武蔵村山市本町二丁目９６番地１       （金属総義歯）第  6012号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
49,4031,8 高橋歯科 〒208-0011 金属床による総義歯の提供

武蔵村山市学園三丁目１０２番地       （金属総義歯）第  6013号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
　マンション田島１０２号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
49,4032,6 永島歯科医院 〒208-0035 金属床による総義歯の提供

武蔵村山市中原一丁目１６番地３       （金属総義歯）第  6014号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1254号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月15日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
49,4034,2 比留間歯科医院 〒208-0021 金属床による総義歯の提供

武蔵村山市三ツ藤一丁目１０９番       （金属総義歯）第  6015号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
地１           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
49,4038,3 医療法人社団　菖蒲会〒208-0012 金属床による総義歯の提供

　田島歯科医院 武蔵村山市緑が丘１６７９番地　       （金属総義歯）第  6017号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
５０号棟６０号           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

報告内容医療機関番号

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    572

49,4049,0 デンタルオフィスむさ〒208-0022 金属床による総義歯の提供
し村山 武蔵村山市榎一丁目７番地２１       （金属総義歯）第  9709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                                           350,000    350,000    
          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  3418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      3,150          
          02:小窩裂溝填塞      2,100          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
50,4035,7 猪股歯科医院 〒206-0011 金属床による総義歯の提供

多摩市関戸四丁目１１番地７　シ       （金属総義歯）第  6022号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
ャルム第二聖跡桜ヶ丘           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
50,4043,1 大栗橋歯科 〒206-0011 金属床による総義歯の提供

多摩市関戸一丁目１１番地３　桜       （金属総義歯）第  6024号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
ヶ丘プラザ５階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           252,000               
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1626号                  徴収開始年月日：平成 9年 8月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
50,4057,1 赤堀歯科 〒206-0022 金属床による総義歯の提供

多摩市聖ヶ丘二丁目２０番地３       （金属総義歯）第  6026号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
50,4058,9 オナガ歯科医院 〒206-0023 金属床による総義歯の提供

多摩市馬引沢一丁目１７番地９       （金属総義歯）第373772号                徴収開始年月日：平成 7年 4月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           250,000    250,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
50,4068,8 ゆぎ歯科医院 〒206-0033 金属床による総義歯の提供

多摩市落合三丁目８番地７　多摩       （金属総義歯）第  6029号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
パークハイツ２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
50,4074,6 ごとう歯科 〒206-0013 金属床による総義歯の提供

多摩市桜ヶ丘二丁目３３番地２       （金属総義歯）第  6033号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
50,4075,3 八南歯科医師会　休日〒206-0011 金属床による総義歯の提供

応急障害者歯科多摩市多摩市関戸四丁目１９番地５　多       （金属総義歯）第  9864号                徴収開始年月日：平成26年 4月 1日
診療所 摩市立健康センター           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           270,000    270,000    
          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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    573

50,4076,1 亀山歯科医院 〒206-0012 金属床による総義歯の提供
多摩市貝取一丁目１７番地３　ル       （金属総義歯）第  6034号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
ミネ永山Ⅱ１０１           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
50,4080,3 はやし歯科医院 〒206-0001 金属床による総義歯の提供

多摩市和田三丁目２番地３       （金属総義歯）第  6037号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   839号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
50,4093,6 医療法人社団　光臨会〒206-0011 金属床による総義歯の提供

　馬谷原歯科医院 多摩市関戸四丁目２３番地１　関       （金属総義歯）第  6040号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
戸ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   747号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
50,4095,1 医療法人社団　白歯会〒206-0012 金属床による総義歯の提供

　高木歯科医院 多摩市貝取四丁目２番地１　多摩       （金属総義歯）第  6041号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
ニュータウン貝取団地１０３号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
50,4099,3 医療法人社団　太作会〒206-0033 金属床による総義歯の提供

　九重歯科多摩センタ多摩市落合一丁目９番地２　黒田       （金属総義歯）第  6042号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
ー ビル３階５階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          01:白金                                               650,000    650,000    
          02:金                                                 500,000    500,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
50,4100,9 和田歯科医院 〒206-0001 金属床による総義歯の提供

多摩市和田１４６６番地       （金属総義歯）第  6043号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1175号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
50,4101,7 並木歯科クリニック 〒206-0033 金属床による総義歯の提供

多摩市落合六丁目１５番地４　第       （金属総義歯）第  6044号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
五椎木ビル１０３号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           390,000    390,000    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
50,4102,5 聖蹟歯科医院 〒206-0013 金属床による総義歯の提供

多摩市桜ヶ丘四丁目３５番地３　       （金属総義歯）第  6045号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
ライフイン聖蹟１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           300,000    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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    574

50,4103,3 医療法人社団　桜仁会〒206-0011 金属床による総義歯の提供
　斉藤歯科クリニック多摩市関戸一丁目１番地５　ザ・       （金属総義歯）第  6046号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日

スクエアＥ棟４階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
50,4106,6 溝口歯科医院 〒206-0035 金属床による総義歯の提供

多摩市唐木田一丁目１番７号       （金属総義歯）第  6047号                徴収開始年月日：平成 6年11月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
50,4113,2 医療法人社団　鈴木会〒206-0002 金属床による総義歯の提供

　多摩歯科医院 多摩市一ノ宮四丁目２５番地の１       （金属総義歯）第  6049号                徴収開始年月日：平成 6年11月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           190,000               
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1459号                  徴収開始年月日：平成 9年 5月 6日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
50,4116,5 医療法人社団　真潭会〒206-0014 金属床による総義歯の提供

　新井歯科医院 多摩市乞田１２１２番地７       （金属総義歯）第  6141号                徴収開始年月日：平成 8年 3月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
50,4118,1 のもと歯科医院 〒206-0011 う蝕に罹患している患者の指導管理

多摩市関戸二丁目４０番１号　ニ       （う蝕管理）第  1596号                  徴収開始年月日：平成 9年 7月 1日
ッセイ聖蹟桜ケ丘ビル４階           継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
50,4120,7 浅井歯科医院 〒206-0011 金属床による総義歯の提供

多摩市関戸二丁目３９番５号　ダ       （金属総義歯）第  6695号                徴収開始年月日：平成 9年 5月 1日
イヤメイト聖蹟２０２号室           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
50,4121,5 医療法人社団　福志会〒206-0011 金属床による総義歯の提供

　関戸達哉クリニック多摩市関戸一丁目７番５号　京王       （金属総義歯）第  6696号                徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
歯科・矯正歯科 聖蹟桜ヶ丘ショッピングセンター           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

Ｃ館１０４号           03:コバルト                                           367,500    367,500    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1497号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      2,625          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
50,4124,9 医療法人社団　高佑会〒206-0033 金属床による総義歯の提供

　長谷川歯科医院 多摩市落合一丁目２４番地１　ル       （金属総義歯）第  7079号                徴収開始年月日：平成10年 5月 6日
ミエール１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
50,4129,8 医療法人社団　落合小〒206-0034 う蝕に罹患している患者の指導管理

児歯科医院 多摩市鶴牧一丁目１番地６　クラ       （う蝕管理）第  2959号                  徴収開始年月日：平成19年 2月 1日
イス伊藤２０７号           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          



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    575

50,4131,4 やまな歯科クリニック〒206-0025 金属床による総義歯の提供
多摩市永山四丁目２番地３　１０       （金属総義歯）第  7693号                徴収開始年月日：平成12年 6月 1日
７           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2213号                  徴収開始年月日：平成12年 6月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
50,4137,1 くぼ歯科医院 〒206-0012 金属床による総義歯の提供

多摩市貝取一丁目５０番地２５       （金属総義歯）第  7987号                徴収開始年月日：平成13年 9月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2382号                  徴収開始年月日：平成13年 9月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
50,4139,7 由井歯科医院 〒206-0013 金属床による総義歯の提供

多摩市桜ヶ丘四丁目２番地５       （金属総義歯）第  8203号                徴収開始年月日：平成14年10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                                           220,000    220,000    
          04:チタン                                             320,000    320,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
50,4142,1 ハマダデンタルクリニ〒206-0035 金属床による総義歯の提供

ック 多摩市唐木田一丁目５３番９号　       （金属総義歯）第  8401号                徴収開始年月日：平成16年 1月 5日
唐木田センタービル２階Ｂ           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
50,4145,4 かみむら歯科医院 〒206-0034 金属床による総義歯の提供

多摩市鶴牧二丁目２３番地１４　       （金属総義歯）第  8489号                徴収開始年月日：平成16年 6月15日
パワーク唐木田１０１           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2658号                  徴収開始年月日：平成16年 6月15日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,500          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
50,4157,9 医療法人社団　咲人会〒206-0033 う蝕に罹患している患者の指導管理

　カリヨン歯科クリニ多摩市落合一丁目３９番地１　マ       （う蝕管理）第  3077号                  徴収開始年月日：平成19年10月 1日
ック グレブＥＡＳＴ　８Ｆ           継続管理種類  　      価格

          01:フッ化物局所      2,100          
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
50,4167,8 さくら歯科 〒206-0011 う蝕に罹患している患者の指導管理

多摩市関戸四丁目６番５号　ヴェ       （う蝕管理）第  3310号                  徴収開始年月日：平成22年11月 1日
ルドミール聖蹟桜ヶ丘１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      1,500          

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    576

50,4168,6 医療法人社団　美宏会〒206-0023 う蝕に罹患している患者の指導管理
　大蔵歯科医院 多摩市馬引沢二丁目１４番地１７       （う蝕管理）第  3329号                  徴収開始年月日：平成23年 1月 1日

　ソレーユ１階           継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,575          
          02:小窩裂溝填塞      2,100          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
50,4170,2 りょう歯科クリニック〒206-0031 う蝕に罹患している患者の指導管理

多摩市豊ヶ丘一丁目６０番地１５       （う蝕管理）第  3420号                  徴収開始年月日：平成24年 7月 4日
　ルミネ豊ヶ岡１０３号           継続管理種類  　      価格

          01:フッ化物局所      2,500          
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
50,4172,8 橋口歯科医院 〒206-0031 金属床による総義歯の提供

多摩市豊ケ丘五丁目８番地２       （金属総義歯）第  9765号                徴収開始年月日：平成25年 1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    
          02:金                                                 500,000    500,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
51,4005,8 長谷川歯科医院 〒206-0812 金属床による総義歯の提供

稲城市矢野口４３６番地       （金属総義歯）第  6051号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
51,4030,6 うちだ歯科医院 〒206-0823 う蝕に罹患している患者の指導管理

稲城市平尾一丁目３５番地１８       （う蝕管理）第   326号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
51,4037,1 コウエイ歯科 〒206-0802 金属床による総義歯の提供

稲城市東長沼１０３１番地４       （金属総義歯）第  6058号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           280,000               

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
51,4040,5 医療法人社団　荘新会〒206-0802 金属床による総義歯の提供

　ワタナベ歯科医院 稲城市東長沼３１０９番地　ガー       （金属総義歯）第  6393号                徴収開始年月日：平成 7年 6月 1日
デンピア樹光１０１           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           210,000    210,000    
          04:チタン                                             262,500    262,500    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1273号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,050          
          02:小窩裂溝填塞      1,575          

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    577

51,4043,9 みやき歯科クリニック〒206-0812 金属床による総義歯の提供
稲城市矢野口１７５０番地２　清       （金属総義歯）第  6697号                徴収開始年月日：平成 8年10月25日
水第二ビル１階           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  1219号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
51,4048,8 西田歯科医院 〒206-0824 金属床による総義歯の提供

稲城市若葉台四丁目１８番１号       （金属総義歯）第  7694号                徴収開始年月日：平成12年 7月 3日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2214号                  徴収開始年月日：平成12年 7月 3日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
51,4050,4 医療法人社団　雄歯会〒206-0812 金属床による総義歯の提供

　稲城大沢歯科医院 稲城市矢野口７５５番地　荒川ビ       （金属総義歯）第  7913号                徴収開始年月日：平成13年 5月 1日
ル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
51,4052,0 遠藤歯科医院 〒206-0821 金属床による総義歯の提供

稲城市長峰二丁目２番３号       （金属総義歯）第  7991号                徴収開始年月日：平成13年10月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2385号                  徴収開始年月日：平成13年10月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
51,4057,9 まつもと歯科クリニッ〒206-0812 金属床による総義歯の提供

ク 稲城市矢野口６９１番地７       （金属総義歯）第  8264号                徴収開始年月日：平成15年 5月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2515号                  徴収開始年月日：平成15年 5月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,050          
          02:小窩裂溝填塞      3,150          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
51,4063,7 ふじい歯科クリニック〒206-0824 金属床による総義歯の提供

稲城市若葉台二丁目４番３号　若       （金属総義歯）第  8686号                徴収開始年月日：平成17年 7月 1日
葉台新都市センタービル３階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2763号                  徴収開始年月日：平成17年 7月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
51,4069,4 医療法人社団　潤徳会〒206-0801 金属床による総義歯の提供

　久富歯科・小児歯科稲城市大字大丸字２２号３０５１       （金属総義歯）第  8941号                徴収開始年月日：平成18年10月 1日
番地３           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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    578

51,4071,0 やのくち歯科医院 〒206-0812 金属床による総義歯の提供
稲城市矢野口３１３番地　ハイム       （金属総義歯）第  9070号                徴収開始年月日：平成19年 2月 9日
ト矢野口２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           250,000    250,000    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
51,4079,3 ゆきデンタルクリニッ〒206-0824 う蝕に罹患している患者の指導管理

ク 稲城市若葉台二丁目１番１号　フ       （う蝕管理）第  3297号                  徴収開始年月日：平成22年 9月 1日
レスポ若葉台ＥＡＳＴ３－８           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          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
51,4092,6 新百合ヶ丘平尾スマイ〒206-0823 金属床による総義歯の提供

ル歯科 稲城市平尾二丁目１９番１号　Ｓ       （金属総義歯）第  9811号                徴収開始年月日：平成25年12月 1日
ｉｃビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           200,000    200,000    
          01:白金                                               350,000    350,000    
          04:チタン                                             350,000    350,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
52,4005,6 鈴木歯科 〒197-0825 金属床による総義歯の提供

あきる野市雨間１番地１       （金属総義歯）第  6064号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
52,4008,0 大塚歯科医院 〒197-0825 う蝕に罹患している患者の指導管理

あきる野市雨間５５４番地１       （う蝕管理）第   114号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
52,4010,6 葉山歯科医院 〒197-0834 金属床による総義歯の提供

あきる野市引田４０３番地       （金属総義歯）第  6065号                徴収開始年月日：平成 6年 9月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
52,4013,0 麻沼歯科医院 〒197-0825 金属床による総義歯の提供

あきる野市雨間字西郷７２９番地       （金属総義歯）第  9880号                徴収開始年月日：平成26年10月 9日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           216,000    216,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
52,4016,3 塚本歯科医院 〒197-0802 金属床による総義歯の提供

あきる野市草花３２５８番地４       （金属総義歯）第  6068号                徴収開始年月日：平成 6年 9月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
52,4020,5 越智歯科クリニック 〒197-0823 金属床による総義歯の提供

あきる野市野辺４８６番地１       （金属総義歯）第  6069号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           262,500    262,500    

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    579

52,4023,9 医療法人社団　健医会〒197-0804 金属床による総義歯の提供
　西瀬戸岡歯科医院 あきる野市秋川五丁目１０番地１       （金属総義歯）第  6072号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
52,4026,2 医療法人社団　博雅会〒197-0801 金属床による総義歯の提供

　布田歯科医院 あきる野市菅生１１６番地       （金属総義歯）第  6816号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           250,000               
          04:チタン                                             300,000               

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
52,4027,0 中井歯科クリニック 〒197-0804 金属床による総義歯の提供

あきる野市秋川二丁目１０番２号       （金属総義歯）第  6074号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
シャルマン１０６号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
52,4035,3 高取歯科医院 〒190-0164 金属床による総義歯の提供

あきる野市五日市５５番地       （金属総義歯）第  4834号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
52,4041,1 デンタルオフィス・た〒197-0823 金属床による総義歯の提供

むら あきる野市野辺字宮ケ谷戸６３１       （金属総義歯）第  6076号                徴収開始年月日：平成 8年 3月 1日
番地４           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           220,000    220,000    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
52,4043,7 かねこ歯科医院 〒197-0822 金属床による総義歯の提供

あきる野市小川東二丁目７番２号       （金属総義歯）第  6461号                徴収開始年月日：平成 8年 8月 8日
　遠藤ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
52,4048,6 きくち歯科クリニック〒197-0804 金属床による総義歯の提供

あきる野市秋川四丁目１２番４号       （金属総義歯）第  7115号                徴収開始年月日：平成10年 7月11日
　私市ビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1862号                  徴収開始年月日：平成10年 7月11日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
52,4051,0 医療法人社団　池田歯〒197-0827 金属床による総義歯の提供

科医院 あきる野市油平２６３番地１　１       （金属総義歯）第  7657号                徴収開始年月日：平成12年 5月18日
階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
52,4060,1 医療法人社団　美博会〒190-0142 金属床による総義歯の提供

　あきる野今井歯科医あきる野市伊奈８１６番地５　１       （金属総義歯）第  8357号                徴収開始年月日：平成15年 9月 1日
院 階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2580号                  徴収開始年月日：平成15年 9月 1日
          継続管理種類  　      価格

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    580

52,4061,9 瀬沼歯科医院 〒190-0164 金属床による総義歯の提供
あきる野市五日市８５１番地３       （金属総義歯）第  8375号                徴収開始年月日：平成15年 9月20日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
53,4001,3 医療法人社団　仁岳会〒205-0002 金属床による総義歯の提供

　西東京歯科医院 羽村市栄町二丁目１０番地２       （金属総義歯）第  6077号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           231,000    231,000    
          04:チタン                                             315,000    315,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
53,4006,2 生駒歯科羽村診療所 〒205-0023 金属床による総義歯の提供

羽村市神明台四丁目３番地４７       （金属総義歯）第  6078号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
53,4012,0 ホンダデンタルクリニ〒205-0001 金属床による総義歯の提供

ック 羽村市小作台五丁目２番地２       （金属総義歯）第  6080号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
53,4013,8 宇野歯科医院 〒205-0012 金属床による総義歯の提供

羽村市羽三丁目２３番１号　栄ビ       （金属総義歯）第  6081号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
ル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  1075号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
53,4019,5 医療法人社団　仁岳会〒205-0001 金属床による総義歯の提供

　西東京歯科医院小作羽村市小作台一丁目１３番地１２       （金属総義歯）第  6084号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
分院 　平和ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
53,4020,3 野崎歯科クリニック 〒205-0003 金属床による総義歯の提供

羽村市緑ヶ丘一丁目１１番地６       （金属総義歯）第  6085号                徴収開始年月日：平成 6年 8月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
53,4024,5 くさか歯科 〒205-0001 金属床による総義歯の提供

羽村市小作台三丁目２０番１号　       （金属総義歯）第  6087号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
小作台ビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
53,4026,0 ますだ歯科医院 〒205-0022 金属床による総義歯の提供

羽村市双葉町三丁目９番１０       （金属総義歯）第  6089号                徴収開始年月日：平成 8年 2月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
53,4027,8 医療法人社団　雄愛会〒205-0011 う蝕に罹患している患者の指導管理

　井上歯科医院 羽村市五ノ神二丁目１２番地１４       （う蝕管理）第  1847号                  徴収開始年月日：平成10年 6月10日
          継続管理種類  　      価格

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    581

53,4028,6 加藤歯科クリニック 〒205-0023 金属床による総義歯の提供
羽村市神明台一丁目３３番地２０       （金属総義歯）第  6090号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
　シャルム・アン２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第   614号                  徴収開始年月日：平成 9年 4月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
53,4029,4 沖倉歯科 〒205-0016 金属床による総義歯の提供

羽村市羽加美二丁目１８番２６号       （金属総義歯）第  6091号                徴収開始年月日：平成 6年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
53,4039,3 本田歯科医院 〒205-0014 金属床による総義歯の提供

羽村市羽東一丁目２１番２号       （金属総義歯）第  7325号                徴収開始年月日：平成11年 2月10日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
53,4043,5 羽村歯科医院 〒205-0002 う蝕に罹患している患者の指導管理

羽村市栄町二丁目２２番地１５       （う蝕管理）第  2388号                  徴収開始年月日：平成13年10月15日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
53,4044,3 羽中歯科クリニック 〒205-0015 金属床による総義歯の提供

羽村市羽中二丁目７番３号       （金属総義歯）第  7959号                徴収開始年月日：平成13年 9月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2370号                  徴収開始年月日：平成13年 9月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
53,4049,2 つしま歯科医院 〒205-0023 金属床による総義歯の提供

羽村市神明台三丁目５番地３       （金属総義歯）第  8421号                徴収開始年月日：平成16年 2月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
53,4051,8 医療法人社団　敬親会〒205-0011 金属床による総義歯の提供

　羽村ステーション歯羽村市五ノ神一丁目８番地９　小       （金属総義歯）第  8606号                徴収開始年月日：平成17年 1月21日
科クリニック 野ビル３階－Ａ           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
53,4052,6 並木歯科医院 〒205-0016 金属床による総義歯の提供

羽村市羽加美三丁目９番３５号       （金属総義歯）第  8671号                徴収開始年月日：平成17年 6月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
54,4003,7 エンゼル歯科クリニッ〒202-0015 金属床による総義歯の提供

ク 西東京市保谷町三丁目２２番７号       （金属総義歯）第  8042号                徴収開始年月日：平成14年 2月 5日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    582

54,4005,2 松尾歯科医院 〒202-0022 金属床による総義歯の提供
西東京市柳沢三丁目２番５号       （金属総義歯）第  8006号                徴収開始年月日：平成13年 9月20日

          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           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  2392号                  徴収開始年月日：平成13年 9月20日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
54,4012,8 横澤歯科医院 〒202-0002 金属床による総義歯の提供

西東京市ひばりが丘北四丁目１番       （金属総義歯）第  8273号                徴収開始年月日：平成15年 6月 1日
２号　エボシビル           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2522号                  徴収開始年月日：平成15年 6月 1日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
54,4013,6 平田歯科クリニック 〒202-0023 金属床による総義歯の提供

西東京市新町二丁目４番       （金属総義歯）第  8320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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
54,4026,8 田無町歯科クリニック〒188-0011 金属床による総義歯の提供

西東京市田無町四丁目２３番４号       （金属総義歯）第  8693号                徴収開始年月日：平成17年 7月 1日
　クリーンヒルズＫＨビル１階Ａ           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
号室

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
54,4028,4 桜歯科 〒202-0001 金属床による総義歯の提供

西東京市ひばりが丘一丁目８番２       （金属総義歯）第  8822号                徴収開始年月日：平成18年 2月 1日
７号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  2840号                  徴収開始年月日：平成18年 3月15日
          継続管理種類  　      価格

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
54,4029,2 三浦歯科医院 〒202-0002 金属床による総義歯の提供

西東京市ひばりが丘北四丁目５番       （金属総義歯）第  8844号                徴収開始年月日：平成18年 3月15日
１７号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           262,500               
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
54,4030,0 医療法人社団　おばら〒188-0004 金属床による総義歯の提供

歯科医院 西東京市西原町五丁目３番１号　       （金属総義歯）第  8886号                徴収開始年月日：平成18年 6月 9日
レアール田無１０５号室           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    583

54,4036,7 ふたば歯科医院 〒202-0002 金属床による総義歯の提供
西東京市ひばりが丘北四丁目８番       （金属総義歯）第  9072号                徴収開始年月日：平成19年 5月 1日
２４号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           231,000    231,000    
          04:チタン                                             346,500    346,500    
          01:白金                                               399,000    399,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  3010号                  徴収開始年月日：平成19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          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
54,4040,9 医療法人社団　博西会〒202-0022 金属床による総義歯の提供

　三國歯科医院 西東京市柳沢六丁目４番３号　柳       （金属総義歯）第  9142号                徴収開始年月日：平成19年 7月 1日
沢六丁目アパート１０７           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  3048号                  徴収開始年月日：平成19年 7月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      3,000          
          02:小窩裂溝填塞      3,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
54,4043,3 ひかり歯科医院 〒202-0022 金属床による総義歯の提供

西東京市柳沢三丁目１番４号       （金属総義歯）第  9246号                徴収開始年月日：平成20年 2月 1日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          01:白金                                               700,000    700,000    
          02:金                                                 700,000    700,000    
          04:チタン                                             450,000    450,000    
          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  3131号                  徴収開始年月日：平成20年 2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          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
54,4044,1 仲川歯科医院 〒202-0002 う蝕に罹患している患者の指導管理

西東京市ひばりが丘北二丁目８番       （う蝕管理）第  3132号                  徴収開始年月日：平成20年 1月10日
１５号           継続管理種類  　      価格

          01:フッ化物局所      2,000          
          02:小窩裂溝填塞      5,000          

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    584

54,4047,4 田村デンタルクリニッ〒202-0012 金属床による総義歯の提供
ク 西東京市東町四丁目１３番２３号       （金属総義歯）第  9384号                徴収開始年月日：平成21年 4月 1日

　メープルヴィレッジ１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           300,000    300,000    
          04:チタン                                             350,000    350,000    
          01:白金                                               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  3207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      3,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
54,4056,5 みずた歯科医院 〒202-0023 金属床による総義歯の提供

西東京市新町二丁目２番２号　ド       （金属総義歯）第  9539号                徴収開始年月日：平成22年10月 1日
ムス武蔵野１階           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    
          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  3314号                  徴収開始年月日：平成22年10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          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
54,4057,3 小川歯科 〒188-0012 金属床による総義歯の提供

西東京市南町二丁目２番７号       （金属総義歯）第  9540号                徴収開始年月日：平成22年11月 8日
          金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
          03:コバルト                                           300,000    300,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
54,4061,5 藤井かおる歯科医院 〒202-0005 う蝕に罹患している患者の指導管理

西東京市住吉町四丁目８番６号       （う蝕管理）第  3484号                  徴収開始年月日：平成26年 6月17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          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
54,4063,1 医療法人社団　慶沙会〒188-0014 金属床による総義歯の提供

　ひがきデンタルクリ西東京市芝久保町一丁目１２番５       （金属総義歯）第  9657号                徴収開始年月日：平成23年11月 1日
ニック 号　マックスバリュ２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          04:チタン                                             400,000    400,000    
          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  3384号                  徴収開始年月日：平成23年11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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    585

54,4075,5 西東京生協歯科 〒202-0001 金属床による総義歯の提供
西東京市ひばりが丘二丁目６番２       （金属総義歯）第  9926号                徴収開始年月日：平成27年 7月27日
９号　小寺ビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          02:金                                                 430,500    430,500    
          04:チタン                                             338,500    338,500    
          03:コバルト                                           282,100    282,100    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
54,4081,3 鎌田歯科 〒202-0002 金属床による総義歯の提供

西東京市ひばりが丘北三丁目２番       （金属総義歯）第  9954号                徴収開始年月日：平成28年 7月19日
６号　三橋ビル１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           250,000    250,000    
          04:チタン                                             350,000    350,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  3537号                  徴収開始年月日：平成28年 7月19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          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
55,4002,6 飯田歯科医院 〒158-0097 金属床による総義歯の提供

世田谷区用賀四丁目１６番５号　       （金属総義歯）第  9893号                徴収開始年月日：平成27年 3月 1日
１階           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    
          02:金                                                 500,000    500,000    
          01:白金                                               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  3502号                  徴収開始年月日：平成27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      1,000          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
55,4004,2 しもきた歯科医院 〒155-0031 金属床による総義歯の提供

世田谷区北沢三丁目２５番１号　       （金属総義歯）第  9896号                徴収開始年月日：平成27年 5月 1日
ＭＴビル２階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           500,000    500,000    
          04:チタン                                           1,000,000  1,000,000    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  3503号                  徴収開始年月日：平成27年 5月 1日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,200          
          02:小窩裂溝填塞      1,500          

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    586

55,4007,5 医療法人社団　桜宗会〒158-0094 金属床による総義歯の提供
　二子玉川デンタルス世田谷区玉川三丁目６番１３号　       （金属総義歯）第  9899号                徴収開始年月日：平成27年 3月24日
タジオ 栄家新倉ビル３階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           262,500    262,500    
          01:白金                                               525,000    525,000    
          04:チタン                                             367,500    367,500    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  3505号                  徴収開始年月日：平成27年 3月24日
          継続管理種類  　      価格
          01:フッ化物局所      1,050          
          02:小窩裂溝填塞      1,050          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
55,4016,6 城山通りデンタルクリ〒156-0052 金属床による総義歯の提供

ニック 世田谷区経堂五丁目２８番１４号       （金属総義歯）第  9905号                徴収開始年月日：平成27年 9月 1日
　ＭＡＩＳＯＮ　ｄｏ　経堂　１           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
階           03:コバルト                                           300,000    300,000    

          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  3510号                  徴収開始年月日：平成27年 9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        100          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
55,4017,4 こもり歯科クリニック〒154-0015 金属床による総義歯の提供

世田谷区桜新町一丁目２番６号　       （金属総義歯）第  9911号                徴収開始年月日：平成27年10月 1日
１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           400,000    400,000    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
55,4018,2 医療法人社団　永研会〒156-0055 金属床による総義歯の提供

　千歳船橋歯科 世田谷区船橋一丁目１１番２号　       （金属総義歯）第  9979号                徴収開始年月日：平成27年11月17日
リシェスボヌール１階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           324,000    324,000    
          01:白金                                               864,000    864,000    
          04:チタン                                             432,000    432,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
55,4037,2 尾山台　花　デンタル〒158-0086 金属床による総義歯の提供

クリニック 世田谷区尾山台二丁目３１番１１       （金属総義歯）第  9936号                徴収開始年月日：平成28年 4月 1日
号           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          04:チタン                                             500,000    500,000    
          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  3526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      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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    587

55,4094,3 高尾歯科医院 〒157-0063 金属床による総義歯の提供
世田谷区粕谷四丁目１４番４号　       （金属総義歯）第 10008号                徴収開始年月日：平成29年10月 1日
１０２           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          03:コバルト                                           250,000    250,000    
          02:金                                                 300,000    300,000    
          04:チタン                                             350,000    350,000    
          01:白金                                               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  3556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      2,500          
          02:小窩裂溝填塞      1,500          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
55,4102,4 上川歯科医院 〒158-0083 金属床による総義歯の提供

世田谷区奥沢三丁目４４番７号       （金属総義歯）第 10029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
          03:コバルト                                           250,000    250,000    
          04:チタン                                             300,000    300,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
58,4064,0 田町芝浦歯科 〒108-0023 金属床による総義歯の提供

港区芝浦三丁目７番１３号　エス       （金属総義歯）第  9967号                徴収開始年月日：平成28年10月 1日
パース田町アネックス２０１号室           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          04:チタン                                             400,000    400,000    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
58,4071,5 御成門歯科 〒105-0003 金属床による総義歯の提供

港区西新橋三丁目２４番６号　プ       （金属総義歯）第 10006号                徴収開始年月日：平成29年10月 3日
ロヴァンスＯ・Ｍ審美館２階           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    
う蝕に罹患している患者の指導管理
      （う蝕管理）第  3555号                  徴収開始年月日：平成29年 9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      2,160          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
58,4108,5 オーラルケアクリニッ〒107-0062 金属床による総義歯の提供

ク青山 港区南青山三丁目１５番６号　ｒ       （金属総義歯）第 10004号                徴収開始年月日：平成29年 9月 1日
ｉｐｐｌｅ　ｓｑｕａｒｅ　Ｄ３           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎
階           03:コバルト                                           300,000    500,000    

          04:チタン                                             500,000    500,000    
          01:白金                                               500,000    500,000    

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



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

平成30年 3月 1日 歯科］ 平成30年 3月29日    588

58,4118,4 井手歯科医院 〒108-0023 金属床による総義歯の提供
港区芝浦四丁目９番２５号　芝浦       （金属総義歯）第 10025号                徴収開始年月日：平成30年 2月 1日
スクエアビル３階           金属　　　　           その他金属  　　　　　　　　　　　上顎       下顎

          04:チタン                                             300,000    250,000    
          01:白金                                               550,000    500,000    
          03:コバルト                                           250,000    200,000    
          02:金                                                 500,000    450,000    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
88,1144,0 東京医科歯科大学歯学〒113-0034     60入院医療に係る特別の療養環境の提供

部附属病院 文京区湯島一丁目５番４５号       （入療養提供）第  3172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                       1     32,400        
          01:個室                       1     19,440        
          01:個室                       4     16,200        
          01:個室                       2                   
          02:２人室                     2                   
          03:３人室                    39                   
          05:５人室以上                11                   
          全許可病床数       60床  費用徴収病床数        6床  割合 10.0％
金属床による総義歯の提供
      （金属総義歯）第  9943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
          01:白金                                               507,600    507,600    
          02:金                                                 507,600    507,600    
                                特殊合金                        345,600    345,600    
          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  3473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      2,160          
薬機法に基づく承認又は認証を受けた医療機器の使用
      （機器使用）第     2号                  徴収開始年月日：平成19年 7月24日
          医療機器の販売名　　　　　　　  徴収額　　 医療機器管理室  技師の人数
          ３ＤＸ　Multi-image                 5,250  2:無                           

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


