
朝地町アルファ歯科医院 月～木    9:00～13:00  14:00～18:00 出入り可 診療室内　駐車場 フッ素洗口指導

 豊後大野市朝地町坪泉５６５－９          ☎ 0974-72-1032 金曜日    9:00～13:00  14:00～17:00 車椅子での診療可

芦刈歯科クリニック 歯科　小児歯科 月～金    9:00～12:00  14:00～18:00 出入り可 診療室内　駐車場 フッ素洗口指導

 臼杵市野津町大字野津市４６４            ☎ 0974-32-7700 　　　　矯正歯科 土曜日    9:00～12:00  車椅子での診療可 トイレ 塗布処置

市場のはいしゃさん 月火水金 9:00～12:00  14:00～18:00 木曜午後　土曜午後 診療室内 診療室内　駐車場 フッ素塗布

 豊後大野市三重町市場１３９６－１        ☎ 0974-22-1455 木土曜日 9:00～12:00 日曜　祝日 トイレ出入り可 トイレ 予防填塞

医療法人久保歯科医院 歯科　小児歯科 月～金    9:00～12:30  14:00～18:00 車椅子での診療可 診療室内　駐車場 フッ素洗口指導

 豊後大野市大野町田中１６６－２          ☎ 0974-34-2577 　　　　口腔外科 土曜日    9:00～12:30  トイレ 塗布処置

大塚歯科医院 月火水金 9:00～12:00  14:00～17:00 木曜午後　土曜午後 車椅子での診療可 診療室内

 豊後大野市緒方町馬場１２０－５          ☎ 0974-42-3343 木土曜日 9:00～12:00 日曜　祝日

熊瀬歯科医院 月火木金 9:00～13:00  14:30～19:00 診療室内 フッ素塗布処置

 豊後大野市三重町市場５６０の１          ☎ 0974-22-0327 水曜日　　9:00～13:00  
土曜日　　9:00～13:00  14:00～17:00

ごとう歯科口腔外科クリニック 歯科　小児歯科 月～金    9:00～12:40  14:00～18:00 出入り可 診療室内　駐車場 フッ素洗口指導

 豊後大野市三重町赤嶺１６８０番地       ☎ 0974-22-1118 　　　　口腔外科 土曜日    9:00～12:00  13:30～16:00 車椅子での診療可 トイレ 塗布処置

杉山歯科医院 歯科 月水木    9:00～12:00  14:00～18:00 土曜午後　日曜　祝日 出入り可 診療室内

 豊後大野市犬飼町田原２１０の１　　　　　☎ 097-578-0101 火金       9:00～12:00  14:00～19:00 車椅子での診療可

土曜日　　9:00～12:00
第一歯科大塚 月～金    9:00～13:00  14:00～18:00 出入り可 診療室内　駐車場 フッ素洗口指導

 豊後大野市三重町市場８１２－２          ☎ 0974-22-6377 土曜日    9:00～13:00  車椅子での診療可

高倉歯科医院 月～金    9:00～13:00  14:00～18:00 出入り可 診療室内 フッ素洗口指導

 豊後大野市緒方町馬場５６－６            ☎ 0974-42-3622 土曜日    9:00～13:00  車椅子での診療可 塗布処置

つばさ歯科 歯科　小児歯科 月～金    9:00～13:00  14:00～17:30 土曜午後　日曜　祝日 フッ素洗口指導

 豊後大野市三重町市場４２６－１          ☎ 0974-22-6262 　　　　口腔外科 土曜日    9:00～13:00  第１・３・５木曜午後 塗布処置

第２・４水曜午後

野津町　杉山歯科医院 歯科　小児歯科 月火水金 9:00～12:30  14:00～17:30 木曜午後　土曜午後 フッ素洗口指導

 臼杵市野津町野津市２５９の２             ☎ 0974-32-2167 木土曜日 9:00～12:30 日曜　祝日 塗布処置

羽田歯科医院 歯科　小児歯科 月～金    9:00～12:30  14:00～18:30 車椅子での診療可 診療室内 フッ素塗布処置

 豊後大野市三重町 赤嶺２９７１－６       ☎ 0974-22-0317 土曜日　　9:00～13:00  14:00～17:00
フレンド歯科 歯科　小児歯科 月～金    9:00～12:00  13:30～18:00 駐車場 フッ素洗口指導

 豊後大野市三重町赤嶺２０５６             ☎ 0974-22-8828 　　　　口腔外科 土曜日    9:00～13:00  14:00～18:00 塗布処置

社会医療法人帰巌会みえ病院 歯科　口腔外科 月～木    9:00～12:30  13:30～17:30 出入り可 診療室内　駐車場 フッ素塗布

 豊後大野市三重町赤嶺１２５０－１　　　　☎ 0974-22-2222 金曜日    9:00～12:30  13:30～17:30 車椅子での診療可 トイレ

みどり歯科クリニック 歯科　小児歯科 月火水金 9:00～12:30　14:00～18:00 木曜午後　土曜午後 出入り可 診療室内　駐車場 フッ素洗口指導

 豊後大野市緒方町下自在１６８－1        ☎ 0974-42-3031 木土曜日 9:00～13:00 日曜　祝日 車椅子での診療可 トイレ 塗布処置

むとう歯科医院 歯科　小児歯科 月火水金 9:00～12:00  14:00～18:30 木曜午後　土曜午後 出入り可 診療室内　駐車場 フッ素洗口指導

 豊後大野市犬飼１８番地の１　　　　　   　☎ 097-578-1800 　      口腔外科 木土曜日 9:00～12:30 日曜　祝日 車椅子での診療可 トイレ 塗布処置

矢野歯科クリニック 歯科　口腔外科 月～金    9:00～12:30  14:00～18:30 出入り可 診療室内　駐車場 フッ素洗口指導

 豊後大野市三重町赤嶺１０９２－２５      ☎ 0974-22-8811 土曜日    9:00～13:00  車椅子での診療可 トイレ 塗布処置

陽だまり歯科医院 歯科 月～金    9:00～13:00  14:30～18:30 診療室内　駐車場 フッ素洗口指導

臼杵市野津町大字野津市北町９７－２　　☎0974-32-7864 土曜日    9:00～13:00  トイレ 塗布処置

土曜午後　日曜　祝日

土曜午後　日曜　祝日

歯科　小児歯科
土曜午後　日曜　祝日

日曜　祝日

日曜　祝日

金曜午後
土曜　日曜　祝日

歯科

歯科　小児歯科
水曜午後　日曜　祝日

日曜　祝日

歯科
土曜午後　日曜　祝日

歯科
土曜　 日曜　　祝日

土曜午後　日曜　祝日

歯科　口腔外科

土曜午後　日曜　祝日
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