
歯科医師認知症対応力向上研修　修了医療機関一覧 ※公表同意のみ(市町村順、所属機関名順)

所属機関 郵便番号 所在地 電話番号 地区

青山歯科医院 880-0921 宮崎市本郷南方2040-6 (0985)-56-2337 宮崎東諸県1

有村歯科・口腔外科 889-1605 宮崎市清武町加納乙341-5-1 (0985)-89-4182 宮崎東諸県2

石井歯科医院 889-1605 宮崎市清武町木原6373 (0985)-85-2115 宮崎東諸県3

いずみ歯科医院 880-0022 宮崎市大橋2-22 (0985)-22-8866 宮崎東諸県4

稲田歯科医院 880-0915 宮崎市恒久南2-9-13 (0985)-51-3151 宮崎東諸県5

いのうえ小児歯科 880-0211 宮崎市佐土原町下田島19276-9 (0985)-30-1188 宮崎東諸県6

いりの歯科医院 880-0951 宮崎市大塚町権現昔764−1 (0985)-47-4744 宮崎東諸県7

いわきり歯科 880-0841 宮崎市吉村町下り松甲2497-2 (0985)-24-7707 宮崎東諸県8

岩谷歯科医院 880-0841 宮崎市吉村町西田甲647-9 (0985)-20-8300 宮崎東諸県9

上山歯科医院 880-0913 宮崎市恒久3-6-11 (0985)-51-9007 宮崎東諸県10

太田歯科医院 880-0805 宮崎市橘通東3-4-26 (0985)-22-5365 宮崎東諸県11

岡野歯科医院 880-0932 宮崎市大坪西1-1-67 (0985)-52-4000 宮崎東諸県12

沖歯科医院 880-0051 宮崎市江平西1-4-25 (0985)-22-8595 宮崎東諸県13

押川歯科医院 880-0031 宮崎市船塚2-87 (0985)-27-1031 宮崎東諸県14

小村歯科クリニック 880-0834 宮崎市新別府町城元313-1 (0985)-61-7001 宮崎東諸県15

加納歯科医院 889-1605 宮崎市清武町加納甲1929-11 (0985)-84-4883 宮崎東諸県16

河﨑歯科医院 880-0913 宮崎市恒久4-12 (0985)-53-0067 宮崎東諸県17

木田歯科医院 880-2112 宮崎市大字小松3239-2 (0985)-47-3414 宮崎東諸県18

くつかけ歯科 889-1602 宮崎市清武町今泉下ノ原2825-1 (0985)-84-3077 宮崎東諸県19

くにた歯科医院 880-0816 宮崎市江平東1-2-7 (0985)-26-0428 宮崎東諸県20
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くらしげ歯科医院 880-0916 宮崎市恒久6733-1 (0985)-64-9214 宮崎東諸県21

黒木歯科医院 880-0963 宮崎市天満2-4-2 (0985)-53-7562 宮崎東諸県22

黒木歯科医院 880-0301 宮崎市佐土原町上田島1930-1 (0985)-74-1227 宮崎東諸県23

こおりやま歯科 880-0805 宮崎市橘通東1-10-11 (0985)-28-5060 宮崎東諸県24

こだま歯科医院 880-0303 宮崎市佐土原町東上那珂15844-11 (0985)-74-4620 宮崎東諸県25

ごとう歯科医院 880-0123 宮崎市芳士708-1 (0985)-39-0665 宮崎東諸県26

後藤歯科医院 880-0211 宮崎市佐土原町下田島8975-3 (0985)-73-5301 宮崎東諸県27

こむら歯科医院 880-0930 宮崎市花山手東3-23-3 (0985)-55-1119 宮崎東諸県28

小村歯科医院 880-0031 宮崎市船塚2-180-1 (0985)-24-5433 宮崎東諸県29

坂元歯科クリニック 880-0835 宮崎市阿波岐原町宝財2350-1 (0985)-20-1710 宮崎東諸県30

さきやま歯科医院 889-2151 宮崎市熊野9957-2 (0985)-58-3111 宮崎東諸県31

さどわら中央歯科医院 880-0214 宮崎市佐土原町松小路4-7 (0985)-62-7770 宮崎東諸県32

佐野歯科 880-0014 宮崎市鶴島1-9-19 (0985)-22-4275 宮崎東諸県33

城山病院 889-1604 宮崎市清武町船引1238 (0985)-85-9670 宮崎東諸県34

末原歯科医院 889-1601 宮崎市清武町木原496-3 (0985)-85-0056 宮崎東諸県35

末原デンタルクリニック 889-1604 宮崎市清武町船引207-1 (0985)-85-0123 宮崎東諸県36

杉尾歯科医院 880-0814 宮崎市江平中町3-13 (0985)-22-5941 宮崎東諸県37

すみれ歯科クリニック 880-0855 宮崎市田代町87-1-101 (0985)-89-2857 宮崎東諸県38

聖歯科医院 880-2212 宮崎市高岡町下倉永255-1 (0985)-30-9331 宮崎東諸県39

タカハシ歯科医院 880-0951 宮崎市大塚町地蔵田4612−5 (0985)-51-9711 宮崎東諸県40

たじな歯科医院 880-0921 宮崎市本郷南方4025-7 (0985)-56-0032 宮崎東諸県41

谷山歯科医院 880-0945 宮崎市福島町寺山3147-128 (0985)-59-5540 宮崎東諸県42
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田村歯科医院 880-0902 宮崎市大淀2-6-19 (0985)-51-7171 宮崎東諸県43

たんぽぽ歯科 880-0022 宮崎市大橋3-67-1 (0985)-23-8020 宮崎東諸県44

月見ヶ丘くろき歯科医院 880-0926 宮崎市月見ヶ丘5丁目8-5 (0985)-51-8100 宮崎東諸県45

土田歯科医院 880-0879 宮崎市宮崎駅東1-3-6 (0985)-28-9595 宮崎東諸県46

つねよし歯科医院 880-0301 宮崎市佐土原町上田島3957-1 (0985)-74-0147 宮崎東諸県47

長友歯科医院 889-2154 宮崎市学園木花台桜1-7-6 (0985)-58-1133 宮崎東諸県48

なかやま歯科医院 880-0925 宮崎市本郷方川崎3587-1 (0985)-52-6875 宮崎東諸県49

永吉ちひろ歯科 880-0951 宮崎市大塚町正市5625 (0985)-88-1552 宮崎東諸県50

西山歯科医院 880-0033 宮崎市神宮西2-183 (0985)-22-2750 宮崎東諸県51

二宮デンタルクリニック 880-0003 宮崎市高松町5-15-2F (0985)-22-2776 宮崎東諸県52

ねい歯科医院 880-0824 宮崎市大島町原ノ前1445-35 (0985)-29-7169 宮崎東諸県53

はまだ歯科医院 880-0212 宮崎市佐土原町下那珂5052-1 (0985)-30-1233 宮崎東諸県54

ひえじま歯科 880-0032 宮崎市霧島1-14 (0985)-27-1525 宮崎東諸県55

ホワイト歯科矯正歯科 880-0033 宮崎市神宮西2-278ナチュラルタウン1F (0985)-25-1028 宮崎東諸県56

まつだ歯科医院 880-0929 宮崎市まなび野2-39-3 (0985)-63-1777 宮崎東諸県57

松永歯科クリニック 880-0025 宮崎市中津瀬町7 (0985)-31-0030 宮崎東諸県58

真鍋歯科医院 880-0125 宮崎市広原188-4 (0985)-39-7223 宮崎東諸県59

みえeatデンタルクリニック 880-0835 宮崎市阿波岐原町火切塚1438-4 (0985)-89-3115 宮崎東諸県60

宮崎県立宮崎病院 880-8510 宮崎市北高松町5-30 (0985)-24-4181 宮崎東諸県61

宮崎歯科福祉センター 880-0834 宮崎市新別府町久保田683-1 (0985)-83-3344 宮崎東諸県62

宮崎総合歯科 880-1601 宮崎市清武町木原尾ノ下71-1 (0985)-85-1003 宮崎東諸県63

むた歯科医院 880-2114 宮崎市富吉804 (0985)-47-5223 宮崎東諸県64
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山﨑歯科クリニック 889-2151 宮崎市熊野481-1 (0985)-58-8020 宮崎東諸県65

山田歯科医院 880-0912 宮崎市赤江414-3 (0985)-54-7272 宮崎東諸県66

若林歯科医院 880-0121 宮崎市島之内1769-3 (0985)-39-1500 宮崎東諸県67

えぐち歯科医院 880-1101 東諸県郡国富町本庄6732-6 (0985)-30-6480 宮崎東諸県68

たのなか歯科医院 880-1101 東諸県郡国富町本庄1744-6 (0985)-75-1600 宮崎東諸県69

田口歯科医院 880-1303 東諸県郡綾町南俣443-6 (0985)-77-1477 宮崎東諸県70

なるせファミリー歯科 880-1301 東諸県郡綾町入野3450-4 (0985)-77-7300 宮崎東諸県71

市來歯科口腔外科クリニック 889-3204 日南市南郷町中村乙2479 (0987)-64-0070 日南串間72

おなが歯科医院 887-0006 日南市春日町4-6 (0987)-23-0011 日南串間73

かわさき歯科口腔外科医院 887-0004 日南市天福2-4-1 (0987)-31-0277 日南串間74

倉元歯科医院 889-2533 日南市星倉1-5-6 (0987)-25-1788 日南串間75

黒木歯科医院 889-2402 日南市北郷町郷之原乙1293-1 (0987)-55-2961 日南串間76

田島歯科医院 887-0013 日南市木山2-5-30 (0987)-23-7822 日南串間77

ひだか歯科クリニック 889-2536 日南市吾田西1-5-48 (0987)-55-7001 日南串間78

目井歯科医院 889-2541 日南市吾田東9-3-28 (0987)-24-0415 日南串間79

安楽歯科医院 885-0017 都城市年見町17-4 (0986)-24-1527 都城北諸県80

稲田歯科医院 885-0019 都城市祝吉1-30-9 (0986)-22-8811 都城北諸県81

稲田歯科医院 889-1802 都城市山之口町花木2565 (0986)-57-2030 都城北諸県82

井上歯科医院 885-0025 都城市前田町8-23 (0986)-22-3883 都城北諸県83

いままち歯科医院 885-0064 都城市今町7048-1 (0986)-39-0368 都城北諸県84

いわよし歯科クリニック 885-0018 都城市郡元1-2-22 (0986)-36-4332 都城北諸県85

内之浦歯科医院 885-0032 都城市中原町14-11 (0986)-24-8022 都城北諸県86
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大岐歯科医院 885-0071 都城市中町12-16 (0986)-24-6488 都城北諸県87

きんじょう歯科医院 885-0001 都城市金田町3132-7 (0986)-38-0120 都城北諸県88

シゲシロ歯科医院 885-0055 都城市早鈴町11-18 (0986)-24-7833 都城北諸県89

タケザキデンタルクリニック 885-0024 都城市北原町12-13 (0986)-23-8110 都城北諸県90

田中歯科医院 885-0055 都城市早鈴町3205-11 (0986)-25-6677 都城北諸県91

中央歯科 885-0079 都城市牟田町8-2 (0986)-25-0007 都城北諸県92

土持歯科医院 885-0012 都城市上川東1丁目18-10 (0986)-25-8148 都城北諸県93

土持歯科クリニック 885-0082 都城市南鷹尾町15-32 (0986)-25-1515 都城北諸県94

デンタルオフィス松田 885-0081 都城市鷹尾3-3-8 (0986)-23-8055 都城北諸県95

トキワ歯科医院 885-1104 都城市野々美谷町2223-3 (0986)-36-0551 都城北諸県96

永井歯科医院 885-0075 都城市八幡町12-28 (0986)-22-1080 都城北諸県97

中崎歯科医院 889-4505 都城市高崎町大牟田1950-5 (0986)-62-5030 都城北諸県98

はた歯科医院 885-0092 都城市南横市町3787-8 (0986)-22-3005 都城北諸県99

浜田歯科医院 885-0079 都城市牟田町2-10 (0986)-22-1355 都城北諸県100

広瀬歯科医院 885-0033 都城市妻ヶ丘町24-9 (0986)-25-6800 都城北諸県101

藤元総合病院 885-0055 都城市早鈴町17-1 (0986)-22-1717 都城北諸県102

ほりのうちデンタルクリニック 885-0093 都城市志比田町4574-7 (0986)-26-7222 都城北諸県103

持永歯科医院 885-0016 都城市早水町4503-1 (0986)-51-5400 都城北諸県104

安富歯科医院 885-0033 都城市妻ヶ丘町14-12 (0986)-22-4118 都城北諸県105

山﨑歯科医院 885-0077 都城市松元町9-15 (0986)-24-3332 都城北諸県106

よしお歯科医院 885-0006 都城市吉尾町723-92 (0986)-36-7802 都城北諸県107

東歯科医院 889-1907 北諸県郡三股町花見原6-5 (0986)-52-6004 都城北諸県108
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うえくぼ歯科医院 889-1914 北諸県郡三股町蓼池3607-9 (0986)-52-6601 都城北諸県109

おりた歯科クリニック 886-0003 小林市堤3135-9 (0984)-23-8211 西諸110

こうの歯科医院 886-0004 小林市細野1971-1 (0984)-22-7888 西諸111

水流歯科医院 886-0003 小林市堤2992-7 (0984)-23-2418 西諸112

野尻中央歯科 886-0212 小林市野尻町東麓1171-1 (0984)-44-1444 西諸113

ヨコヤマデンタルオフィス 886-0003 小林市堤2280-2 (0984)-23-6480 西諸114

市来歯科医院 889-4301 えびの市原田2248 (0984)-33-0051 西諸115

郡山歯科医院 889-4221 えびの市栗下1606 (0984)-35-1600 西諸116

わたなべ歯科医院 889-4222 えびの市大字小田596-8 (0984)-35-1050 西諸117

益山歯科医院 889-4412 西諸県郡高原町西麓845 (0984)-42-4184 西諸118

きずな歯科医院 881-0111 西都市大字荒武3967-3 (0983)-44-6175 西都児湯119

こひつじ歯科クリニック 881-0113 西都市下三財3283-2 (0983)-41-2220 西都児湯120

野間歯科医院 881-0034 西都市妻町1-50 (0983)-43-0431 西都児湯121

津曲歯科医院 884-0002 児湯郡高鍋町大字北高鍋4581 (0983)-23-5915 西都児湯122

中崎歯科医院 884-0002 児湯郡高鍋町北高鍋1024-1 (0983)-23-0284 西都児湯123

たけしま歯科医院 889-1406 児湯郡新富町新田4763-3 (0983)-21-5188 西都児湯124

宮地歯科医院 889-1414 児湯郡新富町大字宮田南4-52 (0983)-33-0892 西都児湯125

西米良歯科診療所 881-1411 児湯郡西米良村大字村所94-3 (0983)-41-4220 西都児湯126

黒木康夫歯科医院 889-1201 児湯郡都農町川北5351-2 (0983)-25-2021 西都児湯127

尾池歯科医院 883-0011 日向市曽根町2-96 (0982)-54-1182 日向入郷128

土田歯科クリニック 883-0106 日向市東郷町山陰辛244-6 (0982)-69-3211 日向入郷129

ほり歯科医院 883-0021 日向市財光寺長江358 (0982)-55-1414 日向入郷130
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美郷町立北郷歯科診療所 889-0901 東臼杵郡美郷町北郷宇納間440 (0982)-62-5029 日向入郷131

池野歯科 889-0513 延岡市土々呂町4-4358 (0982)-37-8739 延岡西臼杵132

いわさき歯科口腔外科 882-0836 延岡市恒富町4-148 (0982)-33-0177 延岡西臼杵133

大内歯科 889-0503 延岡市伊形町5216-2 (0982)-37-7047 延岡西臼杵134

太田歯科医院 882-0856 延岡市出北1-28-27 (0982)-32-3678 延岡西臼杵135

甲斐歯科医院 889-0505 延岡市北一ヶ岡4-3-15 (0982)-37-5005 延岡西臼杵136

開成歯科医院 882-0857 延岡市惣領町19-13 (0982)-34-7050 延岡西臼杵137

北浦歯科医院 889-0301 延岡市北浦町古江2492-4 (0982)-45-3334 延岡西臼杵138

さかもと歯科・歯科口腔外科医院 882-0862 延岡市浜町172-30 (0982)-28-2838 延岡西臼杵139

さかもと歯科・歯科口腔外科医院 夜間診療部 882-0856 延岡市出北6丁目1636-1 (0982)-20-4181 延岡西臼杵140

たさき歯科医院 882-0062 延岡市松山町1221-27 (0982)-32-1880 延岡西臼杵141

ひまわりデンタルクリニック 882-0802 延岡市野地町3-3456-2 (0982)-29-3663 延岡西臼杵142

まさこの歯科クリニック 882-0856 延岡市出北6-1662-1 (0982)-33-8720 延岡西臼杵143

まつだ歯科 882-0017 延岡市川島町2229-1 (0982)-30-1688 延岡西臼杵144

宮崎県立延岡病院 882-0835 延岡市新小路2-1-10 (0982)-32-6181 延岡西臼杵145

簗瀬歯科医院 882-0832 延岡市西小路6-13 (0982)-34-3285 延岡西臼杵146

山本歯科医院 882-0867 延岡市構口町2-1017 (0982)-33-0160 延岡西臼杵147

四倉歯科医院 882-0813 延岡市東本小路129 (0982)-34-6480 延岡西臼杵148

四倉歯科医院 882-0845 延岡市安賀多町3-1-2 (0982)-35-8866 延岡西臼杵149
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