
医療機関名 所在地

1 有澤歯科クリニック 安芸市矢ノ丸１丁目３番２号

2 有光歯科医院 室戸市浮津４７０番地

3 芸西歯科 安芸郡芸西村和食甲１２９０番地

4 岩崎歯科医院 室戸市室戸岬町６８１０番地１１３

5 岡崎歯科クリニック 安芸市庄之芝町９番４２号

6 おぎ歯科医院 安芸市本町３丁目４番１６号

7 影山歯科診療所 安芸市矢ノ丸２丁目７番４号

8 小森歯科医院 安芸郡奈半利町乙１６７７番地１

9 津田歯科医院 安芸市本町２丁目４番２９号

10 せんとう歯科 安芸市矢ノ丸３丁目２番１９号

11 手島歯科 安芸郡奈半利町乙１３６４番地１

12 長野歯科 安芸市久世町２番１号

13 普光江歯科診療所 安芸郡田野町２１４７番地３

14 松田歯科医院 安芸市本町２丁目６番５号

15 医療法人　松本会　浮津松本歯科クリニック 室戸市浮津２番町１２４番地

16 松本歯科診療所 室戸市吉良川町甲２８２６番地

17 みやた歯科 安芸郡安田町大字安田１６５３番地

18 医療法人　展久会　東洋歯科クリニック 安芸郡東洋町大字河内１５１番地１

19 村戸歯科診療所 室戸市吉良川町甲２７８９番地

20 森岡歯科医院 安芸市本町２丁目４番９号

21 医療法人　瑞風会　森澤病院歯科 安芸市本町２丁目１３番３２号

22 安岡歯科医院 安芸郡奈半利町乙１５８３番地

23 安岡歯科診療所 安芸郡田野町１４４７番地３

24 馬路診療所 安芸郡馬路村大字馬路４０５－１

25 山下歯科医院 室戸市羽根町乙１２７１番地１

26 どんぐり歯科 香南市野市町西野２２７番１

27 池田歯科クリニック 香南市野市町土居１５１５番地２

28 医療法人　乾会　乾歯科 香南市野市町西野２７０６番地２０

29 今井歯科医院 香南市赤岡町５７４番地

30 大島歯科医院 香南市野市町下井６３２番地１０

31 岡西歯科診療所 香美市土佐山田町神母ノ木３７７番地８

32 医療法人　むこせ　かぎやまデンタルクリニック 香美市土佐山田町宝町１丁目１番２５号

33 医療法人　くずめ会　楠目歯科診療所 香美市土佐山田町楠目４７３番地

34 藤川歯科診療所 香南市野市町東野９９４番地

35 黒岩歯科医院 香南市野市町西野２６６７番地１
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36 医療法人　健仁会　小松歯科 香美市土佐山田町百石町１丁目６番１２号

37 小松歯科診療所 香南市野市町西野１９８６番地

38 あけぼの街道　佐々木歯科医院 香美市土佐山田町４８２番地３

39 佐々木歯科診療所 香美市香北町美良布１０８１番地１

40 高橋歯科医院 香美市香北町美良布１２０８番地１

41 竹本歯科診療所 香美市土佐山田町東本町２丁目２番４５号

42 医療法人　恒石会　恒石歯科 香南市赤岡町９８０番地４

43 長岡歯科医院 香南市野市町西野６５２番地２０

44 ながの歯科 香南市夜須町坪井４３１番地１

45 ながやま歯科医院 香南市野市町みどり野３丁目５８番地１

46 はしもと歯科 香南市香我美町岸本１２７２番地１８

47 八井田歯科医院 香美市土佐山田町西本町５丁目３番１９号

48 医療法人　奉徳会　山下歯科 香美市土佐山田町東本町３丁目５７番３号

49 山本歯科医院 香美市土佐山田町４６１番地５

50 かつみ歯科 高岡郡四万十町仁井田１２２３番地１

51 まるとみ歯科医院 須崎市西町２丁目１８０番地１

52 医療法人　善佳会　いわさき歯科 高岡郡四万十町大正４６０番地８

53 大黒歯科医院 高岡郡越知町越知甲１６９４番地１

54 岡林歯科医院 高岡郡佐川町乙１８３９番地１

55 福島歯科医院 須崎市青木町６番５号

56 中内歯科診療所 吾川郡仁淀川町森２５７７番地１８

57 小畠歯科医院 高岡郡四万十町琴平町１４番３５号

58 古味歯科診療所 高岡郡越知町越知甲１６７９番地２

59 嶋﨑歯科医院 高岡郡佐川町乙１８７０番地２

60 きらり歯科医院 高岡郡中土佐町久礼２０９８番地１

61 下村歯科診療所 高岡郡中土佐町久礼６４６８番地６

62 たかはし歯科医院 須崎市大間東町１番７号

63 髙橋歯科医院 須崎市中町１丁目５番１５号

64 高橋歯科診療所 高岡郡津野町力石２９０１番地２

65 国保檮原歯科診療所 高岡郡檮原町川西路２３０３番地

66 田村歯科診療所 須崎市鍛冶町６番３０号

67 こうなん歯科 高岡郡四万十町榊山町６番１３号

68 どい歯科クリニック 高岡郡四万十町北琴平町１２番２９号

69 長山歯科診療所 高岡郡四万十町黒石５６４番地１

70 医療法人　奴田原歯科医院 須崎市緑町８番１１号

71 野田歯科診療所 須崎市新町２丁目３番１９号

72 医療法人　桜歯会　野中歯科 須崎市西崎町７番２６号



73 はやかわ歯科医院 高岡郡佐川町甲８５３番１

74 国保大崎診療所歯科 吾川郡仁淀川町大崎３００番地

75 矢野歯科診療所 高岡郡四万十町新開町４番１０号

76 山田歯科医院 須崎市東古市町１丁目３番地

77 吉野歯科 須崎市大間東町１８８番地

78 葉やまの歯いしゃさん 高岡郡津野町姫野々４００番３

79 青木歯科 高知市西秦泉寺４０７番地１３

80 秋山歯科診療所 高知市はりまや町１丁目３番１号　片桐書店ビル3Ｆ

81 あさぎ歯科医院 高知市高須２丁目３番５０

82 歯科地球３３番地 高知市南金田１８番１０号

83 ありた歯科 高知市潮新町２丁目１２番３４号

84 池田歯科医院 高知市横浜東町１３番３９号

85 じゅん歯科クリニック 高知市帯屋町１丁目１３番１２号

86 いちかわ歯科 高知市介良甲１０９０番地１

高知市入明町１３番１９号

いりあけぱてぃお１０１

88 岡本歯科診療所 高知市鷹匠町１丁目１番１号

89 いとう歯科 高知市南万々２０番地４０

90 井上歯科医院 高知市朝倉甲４８８番地９　藤原ビル２Ｆ

91 いのべ歯科医院 高知市上町５丁目６番７号

92 岩﨑歯科医院 高知市神田８２２番地７

93 岩田歯科診療所 高知市梅ノ辻９番１８号

94 うえた歯科医院 高知市薊野西町３丁目３１番１９号

95 おおかわ歯科クリニック 高知市横浜新町３丁目３１６番地１

96 医療法人　広昭会　おおくぼ歯科 高知市福井町８０４番地１

97 医療法人　未有会　大西歯科 高知市槇山町１３番５号

98 医療法人　口誠会　大野歯科 高知市旭町３丁目６７番地１

99 おかだ歯科クリニック 高知市新本町２丁目１９番２号

100 岡西歯科診療所 高知市廿代町１５番２０号　ダイアパレス追手前第２-１０１号

101 医療法人　茂見会　岡林歯科医院 高知市八反町２丁目１３番４号

102 高須岡林歯科 高知市高須３丁目５番２０号

103 岡本歯科医院 高知市塚ノ原９８番地４

104 医療法人　柏会　あさくら歯科・矯正歯科 高知市朝倉横町２３番７-６号

105 医療法人　太歯会　岡本歯科 高知市朝倉甲８６番地４

106 ひろこの歯科クリニック 高知市薊野東町５番４３号

107 オザカ歯科診療所 高知市長浜５１９９番地３

108 医療法人　オダ・デンタルオフィス　織田歯科医院 高知市升形４番１４号

87 いりあけ歯科クリニック



109 織田歯科医院 高知市三園町２５１番地

110 鬼谷歯科医院 高知市葛島１丁目１０番７５号　ファミリープラザ２Ｆ

111 医療法人　プリンス　かしば歯科クリニック 高知市北久保５番１７号

112 かたた歯科クリニック 高知市桟橋通２丁目８番１８号

113 介良かっとう歯科 高知市介良乙２８７番地　シルクハウス２Ｆ

114 かっとう歯科 高知市本町１丁目７番１４号

115 金子歯科クリニック 高知市中宝永町７番１８号

116 上岡歯科医院 高知市曙町２丁目４番２５号

117 かもはら歯科医院 高知市横内１２１番地６　川島ビル１F

118 川﨑歯科 高知市永国寺町１番１８号　上杉ビル１Ｆ

119 木口歯科医院 高知市若草町９番１５号

120 岸本歯科 高知市知寄町１丁目４番１７号　清涼ハイツ１Ｆ

121 北村歯科 高知市一宮東町１丁目３番３５号

122
医療法人社団 ティースアート アーク歯科・矯正歯
科クリニック

高知市一ツ橋町１丁目１４５番地３

123 きよとお歯科 高知市百石町２丁目２９番１２号

124 楠瀬歯科クリニック 高知市上町２丁目５番２５号

125 國藤歯科診療所 高知市中万々１番地８　小谷ビル２Ｆ

126 くぼ歯科 高知市南はりまや町２丁目３番３号

127 横浜ニュータウンくぼ歯科 高知市横浜新町３丁目１１８番地

128 医療法人　平盛会　窪歯科 高知市堺町１番２１号　ＪＴＢ高知ビル４Ｆ

129 公文歯科 高知市中水道７番１９号

130 ごとう歯科 高知市一宮中町１丁目１４番４０号　シルキーハイツ１Ｆ

131 医療法人　小松会　小松歯科診療所 高知市旭町２丁目４７番地１０

132 小松歯科 高知市升形３番７号

133 医療法人　翠松会　こまつ歯科クリニック 高知市介良乙１００４番地２０

134 高須歯科医院 高知市高須新町２丁目１６番５号

135 小松歯科診療所 高知市南はりまや町１丁目１７番８号

136 坂本歯科 高知市愛宕町１丁目５番８号　２Ｆ

137 ひゃっこく歯科 高知市百石町２丁目２４番１５号

138 医療法人　維新の里　のり歯科 高知市若松町１７０５番２

139 さかもと歯科 高知市神田６２５番地９　さかもと第２ビル１F

140 崎岡歯科医院 高知市瀬戸南町１丁目２番３号

141 さたけ歯科クリニック 高知市杉井流５番７号

142 えびす歯科・矯正歯科クリニック 高知市西秦泉寺８３番地１

143 さとみデンタルクリニック 高知市北本町４丁目５番３３号　ラフィネ１Ｆ

144 島﨑歯科医院 高知市一宮中町３丁目１１番２７号

145 医療法人　嶋本会　嶋本歯科クリニック 高知市桜井町２丁目６番３８号



146 医療法人　嶋本会　嶋本歯科医院 高知市桜井町１丁目９番３５号

147 志和デンタルオフィス 高知市高須３丁目４番５０号

148 須藤歯科医院 高知市桟橋通１丁目１３番２号

149 たおか歯科 高知市上町２丁目２番２４号

150 医療法人　翔和会　田岡歯科矯正歯科クリニック 高知市鴨部１丁目１０番３３号

151 高橋歯科医院 高知市高須新町３丁目１番５２号

152 医療法人　翠華会　あけぼのちょう高橋歯科 高知市曙町１丁目２８番地３５号

153 高橋歯科 高知市長尾山町８３番地

154 医療法人　たかはし矯正歯科 高知市追手筋２丁目５番１１号　キャッスルガーデンハイツ２Ｆ

155 武井歯科医院 高知市桟橋通１丁目２番１号

156 たけさき歯科 高知市旭上町６番地３

157 竹中歯科診療所 高知市福井町１４２８番地３０

158 スウィートハートデンタルクリニック 高知市朝倉甲２００番地１

159 高知県・高知市病院企業団立高知医療センター 高知市池２１２５番地１

160 すまいる歯科医院 高知市仁井田６６１番地６

161 医療法人　健咬会　谷歯科医院 高知市春野町芳原７９１番地１

162 医療法人　たにもと歯科・矯正歯科 高知市朝倉東町３０番１７号　アーバンビレッジⅢ１Ｆ

163 田内歯科 高知市北本町１丁目４番１号

164 田村歯科医院 高知市大津乙１６１番地１７

165 プランタン歯科 高知市追手筋１丁目８番５号　プランタンビル１Ｆ

166 ちかみ歯科 高知市神田４９３番地７

167 土本歯科 高知市南御座３番１２号

168 高知駅つちもと歯科 高知市栄田町１丁目２番２号

169 つつい歯科 高知市知寄町２丁目２番４１号　知寄町マンション１Ｆ

170 友永歯科 高知市南はりまや町２丁目８番９号

171 中島歯科医院 高知市薊野西町２丁目１６番２８号

172 長野歯科 高知市愛宕町３丁目１２番３２号

173 医療法人　孝訓会　さんさんクリニック 高知市鷹匠町１丁目１番８号

174 中村歯科診療所 高知市山ノ端町２１８番地１０

175 中山歯科医院 高知市札場１８番６号

176 医療法人　黎明会　ファミリーデンタルクリニック 高知市前里３５７番地２

177 なりかわ歯科医院 高知市山手町１４番１

178 西内歯科医院 高知市新屋敷１丁目８番７号

179 西内歯科クリニック 高知市大津甲８４０番地１

180 みさと歯科 高知市仁井田１６２０番地１２

181 にしおか歯科クリニック 高知市瀬戸西町２丁目１８８番地２

182 医療法人　桑名会　桑名歯科診療所 高知市堺町２番２０号　桑名ビル５Ｆ



183 西岡歯科 高知市上町３丁目１２番２２号

184 西村歯科医院 高知市越前町２丁目１３番８号

185 医療法人　恭洋会　にしむら歯科 高知市稲荷町４番８号

186 にしもと歯科クリニック 高知市朝倉丁３番地１

187 西山歯科 高知市日の出町４番１０号

188 医療法人　静高会　うぐるす歯科医院 高知市鵜来巣１１番３８号９

189 野田歯科医院 高知市朝倉丁３７の１番地

190 野並歯科医院 高知市相生町１番２５号　レジデンスノナミ１Ｆ

191 医療法人　健歯野村会　野村歯科医院 高知市本町２丁目２番２７号３Ｆ

192 のむら歯科 高知市城山町１０番地６

193 野本歯科診療所 高知市潮新町２丁目１番２５号　細川ビルⅡ２Ｆ

194 医療法人　橋村会　橋村歯科 高知市一宮中町１丁目５番４７号

195 橋村歯科診療所 高知市鴨部８９１番地５　ＭＴビル２Ｆ

196 ＡＡｆ橋本歯科医院 高知市栄田町３丁目１２番１９号　ポルテス１Ｆ西

197 あさひ歯科 高知市中須賀町３０番３号

198 畠中歯科クリニック 高知市追手筋１丁目９番２２号　高知メディカルプラザ３Ｆ

199 大津歯科医院 高知市大津乙９２０番地３

200 はまだデンタルクリニック 高知市九反田８番１７号

201 まこと歯科 高知市神田１４０６番地

202 ひさのデンタルクリニック 高知市北新田町１９番１９号

203 アポロニア歯科クリニック 高知市福井扇町１１８２番１

204 平岡歯科医院 高知市長浜５７５５番地２

205 医療法人　ひろせ矯正歯科 高知市堺町２番２６号　高知中央ビジネススクエア５F

206 山本歯科診療所 高知市菜園場町７番１８号

207 医療法人　広田歯科医院 高知市春野町芳原３４０１番地

208 広松歯科 高知市廿代町３番２５号

209 フカミ歯科診療所 高知市十津３丁目６番２６-１号

210 医療法人　高義会　福井歯科医院 高知市朝倉本町１丁目１３番２１号

211 藤岡歯科 高知市百石町２丁目９番６号

212 藤崎歯科医院 高知市帯屋町１丁目７番１８号

213 ほわいと歯科 高知市塩田町１５番２１

214 ほそかわ歯科医院 高知市東秦泉寺７６番地１

215 あたご歯科 高知市愛宕町２丁目２０番１０号

216 前田歯科医院 高知市追手筋１丁目１番８号

217 前田歯科クリニック 高知市葛島２丁目２番１５号

218 前田歯科医院 高知市朝倉西町２丁目１６番１２号　アーネスト針木２１７号

219 まえだ歯科 高知市伊勢崎町１１番７号



220 スマイルプランみかづき歯科クリニック 高知市中万々８１４番４

221 松浦歯科医院 高知市本町５丁目１番２号　２Ｆ

222 Ｄｅｎｔａｌ　Ｏｆｆｉｃｅ　ＰＥＡＣＥ 高知市北本町３丁目１０番４７号　２Ｆ

223 まつおか歯科 高知市中万々１８４番地９

224 医療法人　歯愛会　松岡歯科医院 高知市中宝永町１１番３号-２

225 六泉寺歯科 高知市六泉寺町１５番地１３

226 アールヴェール歯科 高知市西塚ノ原７９番地６

227 松木歯科医院 高知市愛宕町４丁目１３番４号

228 まつざわ歯科クリニック 高知市杉井流１４番２０号

229 松下歯科医院 高知市北川添２番２６号

230 三木歯科クリニック 高知市長浜６３１番地１

231 水田歯科診療所 高知市河ノ瀬町１４９番地２４　メゾン南十字星２Ｆ

232 医療法人　悠久会　宮川歯科医院 高知市中久万２２３番地１

233 秦泉寺歯科医院 高知市中秦泉寺４５番地　２Ｆ

234 みやべ歯科 高知市大膳町１番３６号

235 みやもと歯科 高知市上町４丁目５番２２号

236 別役歯科 高知市春野町弘岡上９１番１

237 森沢歯科医院 高知市桟橋通２丁目１０番４号

238 森本歯科医院 高知市高須東町７番１５号

239 本町モリモト歯科 高知市本町３丁目３番３０号

240 医療法人　四つ葉会　森本歯科 高知市春野町弘岡下３９９３番地９

241 安田歯科 高知市愛宕山南町３番９号

242 山﨑歯科医院 高知市春野町内ノ谷１３８７番地２

243 山﨑歯科診療所 高知市城見町４番３３号

244 山﨑歯科診療所 高知市朝倉本町１丁目９番１６号

245 はみがき歯科クリニック 高知市北久保１８番１号

246 山田デンタルオフィス 高知市仁井田２２３６番地１４

247 医療法人　山本歯科医院 高知市鴨部１１４３番地４

248 医療法人ワイエイチシー　横田歯科クリニック 高知市旭駅前町４２番地４

249 横山歯科診療所 高知市はりまや町２丁目３番８号

250 医療法人　久良会　吉岡歯科診療所 高知市高須２丁目１３番５７号

251 医療法人　善風会　よしかわ歯科医院 高知市百石町３丁目１１番８号

252 医療法人　吉野会　神田歯科クリニック 高知市神田８１８番地１

253 よしもと歯科 高知市竹島町１３番地１　うしおえメディカルビルイーア３Ｆ

254 依岡歯科クリニック 高知市小津町８番３号

255 依岡歯科 高知市桟橋通３丁目１番２２号

256 秋山歯科診療所 土佐市高岡町乙３４７６の６番地



257 江渕歯科診療所 土佐市高岡町乙８番地１

258 医療法人　大原会　大原歯科医院 吾川郡いの町３６３０番地

259 片岡歯科 吾川郡いの町上八川甲１９４１－４

260 河合歯科医院 土佐市宇佐町宇佐７２１番地２

261 久万田歯科 吾川郡いの町枝川２９９番地

262 塩田歯科 土佐市高岡町乙３５２３番地６

263 瀬戸歯科診療所 土佐市高岡町乙１５３番地

264 日高歯科 高岡郡日高村本郷２３１番地２

265 広瀬歯科 土佐市家俊１１０９番地１

266 ふくしまデンタルクリニック 土佐市高岡町乙３０４番地

267 福島歯科医院 土佐市蓮池１２０６番地の２

268 大野見村歯科診療所 高岡郡中土佐町大野見吉野14

269 新町歯科 吾川郡いの町新町５９番地　港南ビル２Ｆ

270 森歯科医院 吾川郡いの町１７００番地

271 森沢歯科診療所 土佐市高岡町乙３３７５番地１

272 医療法人　臼歯会　安岡診療所 吾川郡いの町新町３５番地

273 医療法人　大空会　安光歯科 吾川郡いの町天王南２丁目１番１号

274 矢野歯科医院 土佐市高岡町甲１８４１番地１

275 秋山歯科診療所 長岡郡大豊町川口１９１９番地１

276 平和歯科診療所 南国市駅前町２丁目６番２３号

277 辻益デンタルクリニック 長岡郡本山町本山６２０番地

278 岡田歯科 南国市小籠８５３番地６

279 立田歯科 南国市立田１２３７番地５

280 医療法人　かにたに歯科 南国市大埇甲７６５番地１

281 川添歯科診療所 南国市岡豊町常通寺島１４８番地

282 大杉中央病院 長岡郡大豊町中村大王１４９７番地１

283 きよおか歯科 南国市篠原１２０番地１２

284 医療法人　全和会　南歯科 南国市上末松６３９番地

285 高島歯科医院 南国市大埇甲２２８７番地

286 やまもも歯科クリニック 南国市十市１７７０番地４

287 西川歯科診療所 南国市物部１５１２番地

288 西川歯科診療所 土佐郡土佐町田井１３７０番地９

289 西村歯科医院 南国市駅前町１丁目４番２０号

290 おなが通り歯科 南国市篠原１７０４番地１

291 香美市立物部歯科診療所 香美市物部町大栃８７８－３

292 医療法人　泰和会　森本歯科診療所 南国市大埇甲１２１８番地

293 間島歯科医院 南国市植野１７４番地８



294 みもと歯科医院 南国市大埇甲１５１５番地

295 高知大学医学部附属病院 南国市岡豊町小蓮１８５番地１

296 医療法人　十全会　早明浦病院 土佐郡土佐町田井１３７２番地

297 米田歯科 南国市緑ヶ丘１丁目１１０５番地１

298 医療法人　紀親会　朝日歯科 四万十市中村於東町２６番地

299 池本歯科医院 四万十市右山五月町１４５番地

300 植垣歯科 土佐清水市天神町１３番１号

301 大西歯科医院 土佐清水市寿町１丁目６番１号

302 岡村歯科医院 四万十市古津賀１丁目１４６番地

303 岡村歯科医院 四万十市西土佐江川崎２４２０番地１

304 小谷歯科診療所 幡多郡黒潮町上川口８７７番地

305 カタクラ歯科 宿毛市片島１５番２１号

306 医療法人　Ｄｅｎｔａｌ　Ｐｌｕｓ　川村歯科 四万十市具同田黒３丁目７番５号

307 北代歯科 四万十市中村小姓町６番地

308 楠井歯科 土佐清水市本町１０番６号

309 坂本歯科医院 宿毛市幸町２番１８号

310 佐々山歯科 幡多郡大月町弘見２０６６番地５

311 芝﨑歯科医院 幡多郡黒潮町入野２９４０番地１

312 島田歯科 四万十市中村大橋通６丁目１３６番地

313 高畑歯科 四万十市具同田黒２丁目４番２８号

314 竹松歯科 宿毛市中央１丁目６番３５号

315 田中歯科医院 四万十市中村小姓町４９番地

316 おきのしま歯科 宿毛市沖の島町母島１７３９

317 幸歯科医院 土佐清水市栄町２番１４号

318 富田歯科 土佐清水市汐見町７番１１号

319 ながおか歯科医院 幡多郡大月町弘見２１０３番地２

320 さつき新谷歯科 四万十市右山五月町１４番１６号

321 にいや歯科医院 四万十市具同２２４１番地５

322 西村歯科診療所 宿毛市貝塚１番３号

323 平井歯科医院 宿毛市高砂２２番１１号

324 二神歯科医院 宿毛市平田町戸内４３００番地１

325 米花歯科医院 宿毛市山奈町山田１３７６番地３

326 本田歯科 四万十市中村本町１丁目４番地

327 本田歯科医院 宿毛市中央４丁目２番２９号

328 前田歯科矯正歯科 宿毛市萩原１番３１号

329 町田歯科診療所 四万十市中村東下町２３番地

330 松岡歯科医院 四万十市中村東町３丁目２番２２号



331 宮定歯科医院 四万十市右山五月町３番２０号

332 安岡歯科診療所 土佐清水市下ノ加江２１６番地

333 安光歯科医院 幡多郡黒潮町入野２５８１番地１

334 幸徳歯科 四万十市中村大橋通６丁目１番２４号

335 医療法人　真仁会　和泉歯科医院 幡多郡黒潮町入野２０８２番地９

336 医療法人　桐花会　佐賀歯科診療所 幡多郡黒潮町佐賀６８９番地１

337 山本歯科診療所 四万十市中村山手通３１番地

338 京町歯科診療所 四万十市中村大橋通３丁目２４番地１

339 山本歯科医院 四万十市具同田黒２丁目１６番５号

340 西町歯科医院 宿毛市西町２丁目２０番１５号

341 吉田歯科 宿毛市中央７丁目８番１３号


	一覧

