
市町村名 氏 名 診療所名 郵便番号 診療所住所 診療所TEL

朝倉市 臼杵　辰雄 医療法人雄慎会　臼杵歯科医院 838-0065 朝倉市一木９５番地４ 0946-24-3691

朝倉市 今井　富実生 今井歯科医院 838-0068 朝倉市甘木４６番地 0946-23-1288

飯塚市 松本　武 松本歯科医院 820-0017 飯塚市菰田西２丁目７番３８号 0948-22-5226

飯塚市 渡邉　亮介 吉原町歯科 820-0040 飯塚市吉原町１１番１４号 0948-26-7525

飯塚市 山口　章 山口歯科医院 820-0042 飯塚市本町１３番８号 0948-24-6070

飯塚市 柴田　治俊 シバタ歯科クリニック 820-0042 飯塚市本町５番１３号 0948-22-0372

飯塚市 小野　貴司 さくら歯科 820-0044 飯塚市横田３３－３ 0948-22-3317

糸島市 石井　敏彦 石井歯科医院 819-1107 糸島市波多江駅北四丁目６番７号 092-323-6084

糸島市 小島　健作 小島歯科医院 819-1112 糸島市浦志１丁目１番５号 092-324-0501

糸島市 天野　功 あまの歯科小児歯科医院 819-1113 糸島市前原１８１３－１０ 092-331-8835

糸島市 平田　寿治 ひらた歯科 819-1116 糸島市前原中央２－５－１ 092-332-8848

糸島市 堀　洋一 医療法人　誠心　ほりデンタルクリニック　ホワイトエッセンス 819-1123 糸島市神在１３９２－２７ 092-324-8118

糸島市 木下　俊則 きのした歯科医院 819-1601 糸島市二丈深江１０６４－５ 092-325-0116

うきは市 廣田　和子 廣田歯科医院 839-1321 うきは市吉井町１３１６番地６２ 0943-75-2079

うきは市 鳥越　浩一郎 とりごえ歯科医院 839-1321 うきは市吉井町１３７２番地２ 0943-75-2225

うきは市 古賀　聖敏 医療法人  古賀歯科医院 839-1401 うきは市浮羽町朝田３８２番地２ 0943-77-2525

うきは市 三浦　正明 三浦歯科医院 839-1401 うきは市浮羽町朝田６７６番地４ 0943-77-7611

大川市 石川　毅彦 石川歯科医院 831-0004 大川市榎津１４の４ 0944-86-6222

大川市 堤　之 堤歯科医院 831-0041 大川市大字小保１７１ 0944-86-2575

大川市 今里　憲弘 今里歯科医院 831-0045 大川市大字大野島２８９３の２ 0944-88-3210

大野城市 福光　泰介 ふくみつ歯科 816-0904 大野城市大池２丁目２１番３５号 092-503-2932

大野城市 工藤　信文 工藤歯科医院 816-0911 大野城市大城４丁目７番２１号 092-503-0827

大野城市 長友　信樹 ながとも歯科クリニック 816-0931 大野城市筒井５丁目１－９ 092-581-5522

大牟田市 松田　宏一 松田歯科医院 836-0004 大牟田市大字手鎌７４３番地 0944-56-9191

大牟田市 村　蕃 吉村歯科医院 836-0041 大牟田市新栄町１２の８ 0944-56-4095

大牟田市 本多　正德 本多歯科医院 836-0076 大牟田市三里町２丁目３番３号 0944-53-6190

大牟田市 山本　博崇 山本歯科クリニック 836-0805 大牟田市通町２丁目７－１６ 0944-57-3211

大牟田市 寺本　和哉 寺本歯科医院 836-0895 大牟田市新勝立町５丁目８４ 0944-52-7741

大牟田市 永江　正廣 永江歯科クリニック 837-0903 大牟田市大字宮崎５の８ 0944-58-6474
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小郡市 兼行　孝典 カネユキ歯科医院 838-0102 小郡市津古８１６番地９ 0942-75-4618

小郡市 井上　恭輔 いのうえ歯科クリニック 838-0108 小郡市美鈴の杜１丁目９番地６ 0942-23-0111

小郡市 石川　宏伸 アポロ歯科医院 838-0113 小郡市山隈字東山２３４番地２２ 0942-73-1004

小郡市 樋口　秀岳 ひぐち歯科医院 838-0141 小郡市小郡２２０－１ 0942-72-2904

遠賀郡芦屋町 若松　敏行 医療法人　慶愛優　若松歯科医院 807-0113 遠賀郡芦屋町中ノ浜１２の２２ 093-222-3333

遠賀郡芦屋町 永井　晴彦 永井歯科医院 807-0121 遠賀郡芦屋町船頭町７の９ 093-222-2828

遠賀郡岡垣町 和田　伸一 和田歯科医院 811-4233 遠賀郡岡垣町野間４丁目１番１７号 093-283-3311

遠賀郡水巻町 吉武　俊明 吉武歯科医院 807-0006 遠賀郡水巻町梅ノ木団地１の８４ 093-202-6480

遠賀郡水巻町 日髙　敏明 医療法人　ひだか歯科医院 807-0046 遠賀郡水巻町吉田西三丁目１４番１４号 093-201-5200

遠賀郡水巻町 鶴田　哲昭 鶴田歯科医院 807-0055 遠賀郡水巻町二西１丁目１番８号 093-202-5256

春日市 藤田　和宏 藤田歯科クリニック 816-0805 春日市千歳町３の１１ 092-572-1439

春日市 高野　弘一郎 高野歯科医院 816-0854 春日市下白水北７－６ 092-591-5410

春日市 高野　紘宇 高野歯科医院 816-0854 春日市下白水北７－６ 092-591-5410

春日市 末宗　清伸 日の出いこい歯科医院 816-0873 春日市日の出町四丁目１７番３号 092-915-8110

糟屋郡宇美町 髙橋　敬二 たかはしけいじ歯科医院 811-2103 粕屋郡宇美町四王寺坂１丁目２９番１０号 092-932-5648

糟屋郡志免町 増田　崇信 増田崇信歯科クリニック 811-2204 糟屋郡志免町田富４－２－１ 092-936-6601

糟屋郡志免町 原　宏之 原歯科クリニック 811-2244 粕屋郡志免町志免中央４丁目１２番５号 092-936-6800

糟屋郡新宮町 折田　秀一 折田歯科医院 811-0112 粕屋郡新宮町下府５丁目１１番２３号 092-963-5688

糟屋郡須恵町 木下　一郎 木下歯科医院 811-2111 粕屋郡須恵町大字新原４２４の４ 092-934-2022

糟屋郡須恵町 川　容 吉川歯科医院 811-2113 粕屋郡須恵町須恵３７７の１５９ 092-933-0158

嘉穂郡桂川町 猪俣　卓也 猪俣歯科医院 820-0607 嘉穂郡桂川町大字土師字西桂原３４９８の３ 0948-65-4618

嘉麻市 西川　耕司 医療法人　良淳会　西川歯科医院 820-0206 嘉麻市鴨生４８５番地８ 0948-42-5955

嘉麻市 大塚　泰二 大塚歯科医院 820-0207 嘉麻市口春２４３番地１９ 0948-42-1557

北九州市小倉北区 藤﨑　生 医療法人  藤崎歯科医院 802-0001 北九州市小倉北区浅野２丁目１４番１号　 093-521-5584

北九州市小倉北区 中野　充 ナカノ歯科医院 802-0006 北九州市小倉北区魚町３－２－２０ 093-551-7192

北九州市小倉北区 加納　和博 加納歯科医院 802-0018 北九州市小倉北区中津口１丁目５番１２号 093-541-5841

北九州市小倉北区 加納　玲子 加納歯科医院 802-0018 北九州市小倉北区中津口１丁目５番１２号 093-541-5841

北九州市小倉北区 中村　直史 医療法人 中村歯科診療所 802-0022 北九州市小倉北区上富野２丁目６番６号 093-531-1010

北九州市小倉北区 保利　喜代治 保利歯科医院 802-0032 北九州市小倉北区赤坂２丁目１番２号 093-531-6963
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北九州市小倉北区 荒牧　利裕 荒牧歯科医院 802-0044 北九州市小倉北区熊本１丁目７番２５号 093-922-2155

北九州市小倉北区 白石　輝久 白石歯科医院 802-0061 北九州市小倉北区三郎丸１丁目５番１２号 093-951-5482

北九州市小倉北区 原田　和昭 ハラダ歯科医院 802-0077 北九州市小倉北区馬借２丁目２番１号　 093-522-7076

北九州市小倉北区 伊藤　宏之 伊藤歯科医院 803-0812 北九州市小倉北区室町２丁目９番１－１０７号 093-561-2057

北九州市小倉北区 榎本　吉宏 榎本歯科医院 803-0835 北九州市小倉北区井堀３丁目２６番２５号 093-571-1479

北九州市小倉北区 林　惠子 林歯科医院 803-0844 北九州市小倉北区真鶴２丁目１１番３１号 093-653-3235

北九州市小倉南区 久保　哲郎 久保歯科医院 800-0217 北九州市小倉南区下曽根３丁目１番１８号 093-471-7608

北九州市小倉南区 島田　慶一 しまだ歯科クリニック 800-0232 北九州市小倉南区朽網東３丁目１－１４ 093-471-9307

北九州市小倉南区 北川　順三 医療法人社団　秀和会　小倉南歯科医院 800-0245 北九州市小倉南区大字貫３６６４－２ 093-475-9200

北九州市小倉南区 増井　聡 ますい歯科クリニック 802-0842 北九州市小倉南区日の出町１－６－３８ 093-965-3333

北九州市戸畑区 柴原　修治 柴原歯科医院 804-0062 北九州市戸畑区浅生１丁目９－２３ 093-871-8526

北九州市戸畑区 楠田　延勝 くすだ歯科医院 804-0062 北九州市戸畑区浅生３丁目１６番２３号 093-871-3155

北九州市戸畑区 石田　力大 医療法人医和基会　牧山中央病院 804-0066 北九州市戸畑区初音町１３番１３号 093-871-2760

北九州市戸畑区 田中　徹 田中歯科医院 804-0073 北九州市戸畑区明治町７番１号 093-861-2080

北九州市戸畑区 林　邦治 林歯科医院 804-0081 北九州市戸畑区千防３丁目３番２３号 093-861-0052

北九州市戸畑区 天野　裕介 あまの歯科クリニック 804-0092 北九州市戸畑区小芝３丁目１番１５号 093-873-7311

北九州市門司区 川端　賢一 医療法人川端歯科医院 800-0005 北九州市門司区羽山１丁目２番１６号 093-381-1816

北九州市門司区 毛利　正昭 毛利歯科医院 800-0008 北九州市門司区葛葉２丁目３－１ 093-321-0057

北九州市門司区 土肥　誠司 土肥歯科医院 800-0024 北九州市門司区大里戸ノ上１－１３－１９ 093-371-7878

北九州市門司区 林　秀哲 鳥谷歯科医院 800-0027 北九州市門司区黄金町２－２４－２０１号 093-391-3355

北九州市門司区 白石　悦郎 白石歯科医院 800-0028 北九州市門司区下二十町５番１号 093-381-2092

北九州市門司区 馬場　研説 だいりみなみ歯科 800-0042 北九州市門司区上馬寄２－１－１ 093-391-2271

北九州市門司区 新田　洋司 にった歯科医院 800-0056 北九州市門司区西新町１丁目９番１号 093-381-4939

北九州市門司区 柳田　功夫 柳田歯科医院 800-0112 北九州市門司区大字畑８２９の１番地 093-481-3595

北九州市門司区 北野　良英 北野歯科医院 801-0852 北九州市門司区港町１－２ 093-321-0256

北九州市八幡西区 笠井　史朗 かさい歯科医院 806-0013 北九州市八幡西区清納１丁目２番２８号 093-662-3836

北九州市八幡西区 手柴　興 てしば歯科クリニック 807-0815 北九州市八幡西区本城東４丁目９番８号 093-603-5118

北九州市八幡西区 田中　幸二 たなか歯科医院 807-0828 北九州市八幡西区友田１丁目１番１号 093-695-2626

北九州市八幡西区 髙村　信嘉 医療法人　たかむら歯科医院 807-0846 北九州市八幡西区里中３丁目１番３号 093-613-5106
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北九州市八幡東区 久原　雅之 久原歯科医院 805-0013 北九州市八幡東区昭和２丁目４番１６号 093-651-4159

北九州市八幡東区 楠本　俊司 くすもと歯科医院 805-0023 北九州市八幡東区宮の町２丁目８番４号 093-654-5777

北九州市八幡東区 有松　敬浩 有松歯科医院 805-0050 北九州市八幡東区春の町２丁目１の２４ 093-671-2270

北九州市八幡東区 大蔵　雅文 おおくら歯科医院 805-0059 北九州市八幡東区尾倉三丁目２番１５号 093-681-8540

北九州市八幡東区 中川　泰 なかがわ歯科医院 805-0061 北九州市八幡東区西本町２丁目５番５号 093-662-4897

北九州市八幡東区 今村　均 今村歯科医院 805-0067 北九州市八幡東区祗園１－１－３ 093-671-4849

北九州市若松区 藤井　雅洋 藤井歯科医院 808-0033 北九州市若松区大井戸町１０番１号 093-761-1870

北九州市若松区 下村　佐代子 帆足歯科医院 808-0035 北九州市若松区白山１丁目８番３９号 093-761-5456

北九州市若松区 吉川　透 吉川歯科医院 808-0043 北九州市若松区西畑町１０番２号 093-771-8887

北九州市若松区 今井　顯 いまい歯科医院 808-0073 北九州市若松区赤島町４番８号 093-791-2144

北九州市若松区 田中　領一 たなかりょういち歯科医院 808-0077 北九州市若松区用勺町４番２４号 093-701-0077

北九州市若松区 貫　大三郎 ぬき歯科医院 808-0105 北九州市若松区鴨生田２丁目６番３４号 093-791-0369

鞍手郡小竹町 福田　潔 福田歯科医院 820-1101 鞍手郡小竹町大字御徳字鴻ノ巣１９７２番地 09496-2-3599

鞍手郡小竹町 野田　大三 野田歯科医院 820-1103 鞍手郡小竹町勝野４０６１の１ 09496-2-0003

久留米市 樺島　繁男 樺島歯科医院 830-0021 久留米市篠山町１５９の４５ 0942-32-9109

久留米市 毛利　章子 さくら歯科 830-0032 久留米市東町２８－１ 0942-39-7435

久留米市 隈本　真 くまもと歯科医院 830-0032 久留米市東町４２－１７ 0942-34-0118

久留米市 秋山　愼一郎 秋山歯科医院 830-0051 久留米市南２丁目２５番３号 0942-22-0108

久留米市 江田　勝善 えだ歯科医院 830-0058 久留米市野伏間１丁目６番１０号 0942-27-3366

久留米市 髙木　武夫 髙木歯科医院 830-0061 久留米市津福今町１６１ 0942-39-7528

久留米市 城戸　幸博 きど歯科医院 830-0112 久留米市三潴町玉満３００２の１ 0942-65-0309

久留米市 澁江　拓 しぶえ歯科・小児歯科クリニック 830-1122 久留米市北野町今山５０９の１０ 0942-78-2010

久留米市 野村　俊夫 野村歯科医院 839-0801 久留米市宮ノ陣５丁目２番７号 0942-32-9271

久留米市 長澤　一利 長沢歯科医院 839-0851 久留米市御井町１７０５・１７０６ 0942-43-6595

久留米市 大石　真大 大石歯科クリニック 839-0851 久留米市御井町５１６の２ 0942-44-0014

久留米市 佐藤　邦彦 佐藤歯科医院 839-0863 久留米市国分町７４３－１９ 0942-21-7390

久留米市 樋口　太郎 古賀歯科医院 839-1223 久留米市田主丸町以真恵９８３－１ 0943-72-0611

古賀市 福岡　綱二郎 福岡歯科医院 811-3133 古賀市青柳町１１２４番地 092-942-5181

田川郡糸田町 村城　信也 村城歯科医院 822-1314 田川郡糸田町中糸田３１２２の２ 0947-26-3454
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田川市 佐竹　幸雄 医療法人　佐竹歯科医院 826-0022 田川市本町１番３９号 0947-42-0605

田川市 水城　治子 みずき歯科医院 826-0041 田川市大字弓削田１１３９番地 0947-44-4195

田川郡川崎町 井手口　正 医療法人 井手口歯科医院 827-0004 田川郡川崎町大字田原７６５ 0947-73-2585

太宰府市 住　明夫 魚住歯科医院 818-0117 太宰府市宰府２丁目９番１３号 092-924-6558

太宰府市 小畠　博司 ひろ歯科クリニック 818-0131 太宰府市水城３丁目７番２２号 092-928-7000

筑後市 馬田　研一 馬田歯科医院 833-0031 筑後市大字山ノ井３５５の１ 0942-52-8788

筑後市 大渕　庸晴 おおぶち歯科医院 833-0055 筑後市熊野平蔵免７０－６ 0942-51-1551

筑紫野市 石井　啓一 医療法人　石井歯科医院 818-0056 筑紫野市二日市北２丁目３番１号 092-922-2765

筑紫野市 城戸　俊彦 きど歯科矯正歯科小児歯科医院 818-0072 筑紫野市二日市中央１丁目７番１６号 092-925-6480

築上郡上毛町 筒井　修一 筒井歯科医院 871-0914 築上郡上毛町大字宇野１０４２番地８ 0979-72-4677

築上郡築上町 大丸　仁 おおまる歯科医院 829-0321 築上郡築上町大字坂本１２４番地１ 0930-56-5077

中間市 原野　啓二 原野歯科医院 809-0001 中間市大字垣生８５７番３ 093-245-5252

中間市 外城　康之 ほかじょう歯科医院 809-0030 中間市中央５丁目１７番１号 093-245-8900

中間市 日髙　里史 日髙里史歯科医院 809-0031 中間市小田ヶ浦２丁目１６番１５号 093-244-9055

中間市 加　千里 加来歯科医院 809-0034 中間市中間１丁目６番２２号 093-244-0134

直方市 川端　貴美子 みずほ内科・歯科クリニック 822-0006 直方市上境２９１－１ 0949-29-9055

直方市 宇野　大作 宇野歯科医院 822-0007 直方市大字下境４４４ 0949-24-0220

直方市 藤田　孝一 藤田歯科医院 822-0015 直方市新町２－６－３６ 0949-22-1123

直方市 河野　直博 河野歯科医院 822-0026 直方市津田町２番１９号 0949-22-1819

直方市 井上　靖子 千手歯科医院 822-0027 直方市古町１１－９ 0949-24-3288

直方市 栗原　宏行 くりはら歯科クリニック 822-0027 直方市古町１７－２９ 0949-22-2564

直方市 藤田　勝也 フジタ歯科医院 822-0032 直方市大字下新入６２４番地４ 0949-28-3636

福岡市早良区 齊藤　英喜 ますらお歯科医院 811-1103 福岡市早良区四箇２丁目１番１０号 092-894-7672

福岡市早良区 溝上　清範 千代診療所 812-0044 福岡市博多区千代５丁目１１－３８ 092-651-2821

福岡市早良区 山口　勉 やまぐちデンタルクリニック 814-0015 福岡市早良区室見４丁目２０番２２号サンシャイン室見１Ｆ 092-831-0023

福岡市早良区 藤村　敬一郎 藤村歯科医院 814-0022 福岡市早良区原５－２－２ 092-852-8811

福岡市早良区 中　四良 医療法人　中歯科医院 814-0022 福岡市早良区原八丁目１７番３号 092-866-0418

福岡市早良区 許山　豊史 許山歯科医院 814-0161 福岡市早良区飯倉７丁目３番１０号 092-801-2767

福岡市城南区 寺田　壮平 寺田歯科医院 814-0103 福岡市城南区鳥飼５丁目１８番２号 092-821-6688

5 



市町村名 氏 名 診療所名 郵便番号 診療所住所 診療所TEL

福岡県口腔機能回復支援相談歯科医師名簿
平成27年4月16日現在

福岡市城南区 新郷　陽二 しんごう歯科医院 814-0103 福岡市城南区鳥飼５丁目６番３号 092-822-8811

福岡市城南区 岡部　千香夫 岡部歯科医院 814-0104 福岡市城南区別府４丁目２番２８号 092-821-9420

福岡市城南区 福光　保之 福光歯科医院 814-0123 福岡市城南区長尾５丁目３１番６号 092-861-8888

福岡市城南区 石橋　正 石橋歯科医院 814-0153 福岡市城南区樋井川６丁目１３番２５号 092-863-3351

福岡市中央区 讃井　靖彦 讃井歯科医院 810-0001 福岡市中央区天神２丁目８番３０号 092-761-6000

福岡市中央区 古賀　小夜子 古賀歯科医院 810-0001 福岡市中央区天神２丁目８番４１号 092-741-5452

福岡市中央区 高口　秀夫 医療法人  高口歯科医院 810-0004 福岡市中央区渡辺通１丁目１１番１１号 092-741-9064

福岡市中央区 桑野　望 くわの歯科クリニック 810-0004 福岡市中央区渡辺通２－７－１４ 092-734-2147

福岡市中央区 大水　継圭 パール歯科 810-0004 福岡市中央区渡辺通２丁目４－２０－９０３ 092-400-4467

福岡市中央区 堀田　照美 天神さくら歯科・矯正歯科 810-0021 福岡市中央区今泉１丁目２３番８号Ｃｈｉｅビル３０１ 092-738-8808

福岡市中央区 花岡　一誠 花岡歯科医院 810-0022 福岡市中央区薬院３丁目７番１９号 092-521-0173

福岡市中央区 中島　彰大 なかしま歯科医院 810-0033 福岡市中央区小笹３－４－１ 092-521-7012

福岡市中央区 樋口　起三 樋口歯科医院 810-0034 福岡市中央区笹丘２丁目１番２５号２Ｆ 092-533-5015

福岡市中央区 久保田　直子 杉村歯科医院 810-0053 福岡市中央区鳥飼３丁目１番３２号 092-771-1283

福岡市中央区 岩本　憲明 医療法人社団ﾌﾟﾗﾀﾅｽ会 いざき歯科医院 810-0067 福岡市中央区伊崎３番１３号 092-725-2626

福岡市西区 田中　慎一 たなか慎一歯科医院 819-0052 福岡市西区下山門４丁目１４番１７号　 092-884-2500

福岡市西区 松尾　東洋彦 松尾歯科医院 819-0162 福岡市西区今宿青木５３６の１ 092-807-1919

福岡市西区 堀田　辰朗 堀田歯科医院 819-0167 福岡市西区今宿２丁目１１番１号２ 092-807-2355

福岡市博多区 川上　義貴 川上歯科クリニック 812-0003 福岡市博多区大字下臼井７７８の１ 092-626-1715

福岡市博多区 入江　彰彦 いりえ歯科口腔外科クリニック 812-0013 福岡市博多区博多駅東１－１２－６　花村ビル２階 092-409-8415

福岡市博多区 石倉　行男 医療法人発達歯科会おがた小児歯科医院 812-0013 福岡市博多区博多駅東１丁目１３番１７号 092-472-2885

福岡市博多区 大木　和彦 おおき歯科医院 812-0035 福岡市博多区中呉服町１番２６号 092-271-0660

福岡市博多区 玉里　昭雄 たまさと歯科医院 812-0878 福岡市博多区竹丘町２丁目４－１２ 092-571-6266

福岡市東区 林　孝明 箱崎ふ頭歯科 812-0051 福岡市東区箱崎ふ頭一丁目４番６１号 092-651-6088

福岡市東区 坂本　文比古 坂本歯科医院 812-0063 福岡市東区原田１丁目３番１０号 092-611-0623

福岡市東区 劉　中憲 パンダ小児歯科医院 813-0001 福岡市東区唐原７丁目１－３ 092-673-1180

福岡市東区 草苅　英男 草苅歯科医院 813-0003 福岡市東区香住丘６丁目９番１１号 092-683-2100

福岡市東区 堀　勝利 堀歯科医院 813-0041 福岡市東区水谷２丁目１０番２２号　シンワコーポ１Ｆ 092-672-8255

福岡市東区 河合　雅文 角田歯科医院 813-0042 福岡市東区舞松原２丁目１２番２５号 092-661-1286
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福岡市東区 猪原　修 いはら歯科クリニック 813-0043 福岡市東区名島３丁目１２－１ 092-672-7175

福岡市南区 伊與田　清美 いよた歯科医院 810-0013 福岡市南区大宮２丁目５番５号ニチエイ大宮ビル２Ｆ 092-526-6032

福岡市中央区 久保田　通 杉村歯科医院 810-0053 福岡市中央区鳥飼３丁目１番３２号 092-771-1283

福岡市南区 奥村　勉 医療法人　奥村歯科医院 811-1344 福岡市南区三宅１丁目１５番２１号 092-561-4412

福岡市南区 外山　博崇 外山歯科医院 811-1347 福岡市南区野多目１丁目１２番５号 092-551-3350

福岡市南区 後藤　文雄 ごとう歯科医院 811-1351 福岡市南区屋形原３丁目３６番１７号 092-565-6482

福岡市南区 笹原　隆男 笹原歯科医院 811-1356 福岡市南区花畑２丁目３１番１３号 092-565-0183

福岡市南区 茅島　賢次 医療法人康隆会　井上歯科医院 815-0004 福岡市南区高木１丁目１４－８ 092-431-1940

福岡市南区 清水　浩 清水歯科医院 815-0032 福岡市南区塩原３丁目２４番２９号 092-511-0219

福岡市南区 福元　征四郎 福元歯科医院 815-0041 福岡市南区野間１丁目２番１８号 092-511-0139

福岡市南区 安藤　武清 あんどう歯科小児科歯科医院 815-0071 福岡市南区平和１丁目２番１８号平和ＪＳビル 092-524-9760

福岡市南区 浅田　英文 浅田歯科医院 815-0081 福岡市南区那の川１丁目２２番２２号　 092-522-6129

福津市 須ノ内　茂子 須ノ内歯科医院 811-3216 福津市花見が浜１－１－１ 0940-42-0621

福津市 河島　仁美 ひとみ歯科クリニック 811-3217 福津市中央１丁目７－１８－１階Ａ 0940-42-7188

福津市 花田　貴史 はなだ歯科医院 811-3217 福津市中央５丁目１番１７号 0940-42-0418

福津市 福間　浩之 福間歯科医院 811-3304 福津市津屋崎６丁目２番１１号 0940-52-0765

福津市 河島　誠二 かわしま歯科医院 811-3304 福津市津屋崎一丁目４番１号 0940-52-5590

豊前市 平良　祥 医療法人　平良歯科医院 828-0021 豊前市大字八屋１９０９の１ 0979-82-4203

豊前市 石田　昌嗣 石田歯科医院 828-0053 豊前市大字千束２９４の１ 0979-82-3156

三潴郡大木町 松永　光則 松永歯科医院 830-0403 三潴郡大木町大字大角１７９７の２ 0944-33-1158

京都郡苅田町 門司　靖 門司歯科医院 800-0344 京都郡苅田町新津１３９２の４ 0930-22-7974

みやま市 吉田　龍生 吉田歯科医院 835-0004 みやま市瀬高町山門１８１５番地３ 0944-63-8244

宮若市 吉成　正典 吉成歯科医院 822-0101 宮若市福丸３８６番地１ 0949-52-3333

宮若市 鴨川　卓也 鴨川歯科医院 823-0004 宮若市磯光１３７８番地 0949-32-0553

宮若市 佐々木　範生 佐々木歯科医院 823-0011 宮若市宮田６４番地９ 0949-33-3025

宗像市 椛田　克明 かばた歯科医院 811-3415 宗像市朝野１９ 0940-33-8041

宗像市 安増　惇夫 医療法人　安増歯科医院 811-3425 宗像市日の里１丁目１０番地１０２－１０８ 0940-36-5775

宗像市 大林　京子 大林歯科小児歯科医院 811-3425 宗像市日の里６丁目１６番７号 0940-36-1182

宗像市 北村　哲朗 医療法人　きたむら歯科医院 811-3431 宗像市田熊四丁目１番１５号 0940-37-2828
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宗像市 中島　美子 中島歯科医院 811-4146 宗像市赤間三丁目５番１７号 0940-35-3685

宗像市 間世田　勇作 マセダ歯科医院 811-4173 宗像市栄町１の４ 0940-32-2800

柳川市 相浦　洋治 相浦歯科医院 832-0022 柳川市旭町２９番地 0944-72-2223

柳川市 椛島　俊作 さくら通り歯科クリニック柳城 832-0068 柳川市城隅町８－６ 0944-72-2033

柳川市 石田　一貴 石田歯科医院 832-0816 柳川市三橋町久末８４２番地２ 0944-72-4362

八女市 秋山　達也 秋山歯科医院 834-0034 八女市高塚１５１の５ 0943-22-7711

八女市 大坪　裕一 大坪歯科医院 834-1102 八女市上陽町北川内１８７の４ 0943-33-7011

行橋市 佐藤　義輝 佐藤歯科医院 824-0031 行橋市西宮市１丁目９番１３号 0930-25-5885

行橋市 岩切　幸 いわきり歯科医院 824-0034 行橋市泉中央８－１２－１ 0930-23-8808

行橋市 毛利　正樹 毛利歯科医院 824-0034 行橋市泉中央８丁目２０－７ 0930-22-0789

行橋市 一之瀬　達也 一之瀬歯科医院 824-0064 行橋市上津熊２の１ 0930-23-0277

福岡市 山本　泰 －
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