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    1013,050,7 後藤歯科医院 〒680-0846 0857-26-5851後藤　康裕 後藤　康裕 昭52. 3. 2歯   診療所
     鳥取市扇町５８ナカヤビル　３Ｆ常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 3. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2013,052,3 マブチ歯科医院 〒680-0822 0857-26-3401馬渕　優 馬渕　優 平 9. 7. 1歯   診療所
     鳥取市今町２丁目３０１ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平30. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    3013,055,6 荻原歯科医院 〒680-0037 0857-22-2845荻原　道弘 荻原　道弘 昭60. 5.15歯   診療所
     鳥取市元町２２７ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 5.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    4013,063,0 山本歯科医院 〒680-0846 0857-27-1961山本　文正 山本　文正 昭54.11.21歯   診療所
     鳥取市扇町１２７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27.11.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    5013,066,3 太田歯科医院 〒680-0841 0857-24-8791太田　隆子 太田　隆子 昭55. 5. 1歯   診療所
     鳥取市吉方温泉町３丁目８５２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    6013,077,0 鳥取県口腔総合保健セ〒680-0841 0857-23-2621一般社団法人　鳥取県 口　壽一郎 昭57. 6. 1歯   診療所
     ンター 鳥取市吉方温泉町３丁目７５１－常　勤:    1歯科医師会　会長　 新規 現存
     ５ (歯       1)口　壽一郎 平30. 6. 1
     非常勤:   74
     (歯      74)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    7013,080,4 よしだ歯科医院 〒680-0821 0857-22-1772吉田　章二 吉田　章二 昭57. 9.16歯   診療所
     鳥取市瓦町５０５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 9.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    8013,083,8 みはぎの歯科医院 〒689-0202 0857-59-2188馬渕　優 馬渕　優 昭59. 6. 1歯   診療所
     鳥取市美萩野１丁目１１８－１５常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    9013,084,6 医療法人　上田歯科医〒680-0022 0857-22-4530医療法人上田歯科医院上田　拓郎 昭59. 9. 1歯   矯歯 小歯診療所
     院 鳥取市西町１丁目４５４ 常　勤:    1　理事長　上田　拓郎 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   10013,085,3 涌島歯科湖山医院 〒680-0941 0857-28-3376涌島　勉 涌島　勉 昭59.10. 1歯   診療所
     鳥取市湖山町北２丁目５６１ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   11013,087,9 カスヤ歯科医院 〒680-0051 0857-27-5245加須屋　淳 加須屋　淳 昭59.11. 1歯   診療所
     鳥取市若桜町５１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   12013,092,9 筧歯科医院 〒680-0062 0857-22-6088筧　哲郎 筧　哲郎 昭60. 3. 1歯   小歯 矯歯診療所
     鳥取市吉方町２丁目５５１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   13013,093,7 松下歯科医院 〒680-0831 0857-22-8212松下　理一 松下　理一 昭60. 4. 1歯   診療所
     鳥取市栄町７６３メルヘンビル２常　勤:    2 新規 現存
     Ｆ (歯       2) 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   14013,095,2 多名部歯科クリニック〒680-0834 0857-22-1180多名部　哲博 多名部　哲博 昭61. 4.18歯   診療所
     鳥取市永楽温泉町１６０日交駅前常　勤:    2 新規 現存
     ビル２Ｆ (歯       2) 平28. 4.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   15013,096,0 ナカムラ歯科医院 〒680-0863 0857-22-8148中村　裕志 中村　裕志 昭61.10. 6歯   診療所
     鳥取市大覚寺１７６－１２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.10. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   16013,099,4 医療法人社団　松本歯〒680-0047 0857-22-7800医療法人社団松本歯科松本　修司 平 8. 9.17歯   診療所
     科診療所 鳥取市上魚町４９ 常　勤:    2診療所　理事長　松本 移動 現存
     (歯       2)　修司 平29. 9.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   17013,102,6 キシノ歯科医院 〒680-0864 0857-53-3552岸野　優 岸野　優 平元. 6. 4歯   診療所
     鳥取市吉成７７９－４０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 6. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   18013,103,4 本荘歯科医院 〒680-0921 0857-27-6488本荘　弘幸 本荘　弘幸 平元. 8.18歯   診療所
     鳥取市古海６７３－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 8.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   19013,104,2 西尾歯科 〒680-0845 0857-26-6325西尾　卓 西尾　卓 平 2. 1. 1歯   診療所
     鳥取市富安１丁目５番地２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   20013,105,9 医療法人　米沢歯科医〒680-0043 0857-23-5099医療法人米沢歯科医院米澤　端 平 8. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     院 鳥取市大榎町１２番地１１ 常　勤:    1　理事長　米澤　端 移動 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   21013,107,5 門下歯科医院 〒680-0841 0857-29-6926門下　由紀夫 門下　由紀夫 平 2.11. 1歯   診療所
     鳥取市吉方温泉３丁目６６２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   22013,108,3 山形歯科医院 〒680-0801 0857-22-2522山形　英生 山形　英生 平 2.11.15歯   診療所
     鳥取市松並町２丁目５２８－１ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平29.11.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   23013,111,7 みちだ歯科クリニック〒680-0804 0857-21-0008道田　章仁 道田　章仁 平 3. 3. 5歯   矯歯 小歯診療所
     鳥取市田島７２２ 常　勤:    2 新規 歯外 現存
     (歯       2) 平30. 3. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   24013,114,1 豊川歯科医院 〒680-0921 0857-29-1308豊川　仁鉄 豊川　仁鉄 平 3. 7.31歯   診療所
     鳥取市古海７１６－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 7.31
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   25013,116,6 医療法人　福嶋歯科医〒680-0831 0857-24-7272医療法人福嶋歯科医院福嶋　佑二 平 4. 1. 1歯   診療所
     院 鳥取市栄町６０９加藤紙店ビル　常　勤:    2　理事長　福嶋　佑二 組織変更 現存
     ５Ｆ (歯       2) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   26013,120,8 医療法人　佐々木歯科〒680-0912 0857-27-5033医療法人佐々木歯科医佐々木　道寿 平 4. 8. 1歯   診療所
     医院 鳥取市商栄町１５６番地３ 常　勤:    1院　理事長　佐々木　 組織変更 現存
     (歯       1)道寿 平28. 8. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   27013,121,6 医療法人　河原歯科ク〒680-0845 0857-23-2500医療法人河原歯科クリ河原　仁 平 4. 9. 1歯   診療所
     リニック 鳥取市富安２丁目１５９番地久本常　勤:    1ニック　理事長　河原 組織変更 現存
     ビル２Ｆ (歯       1)　仁 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   28013,123,2 医療法人　谷本歯科 〒680-0942 0857-28-8211医療法人　谷本歯科　谷本　保介 平 8. 8. 1歯   矯歯 歯外診療所
     鳥取市湖山町東５丁目５０４－１常　勤:    1理事長　谷本　保介 新規 現存
     ８ (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   29013,125,7 医療法人社団　広田歯〒680-0945 0857-28-5821医療法人社団　広田歯 田　吉明 平 5. 8. 1歯   小歯 矯歯診療所
     科医院 鳥取市湖山町南二丁目１４７番地常　勤:    2科医院　理事長　 田 組織変更 現存
     ２０ (歯       2)　吉明 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   30013,126,5 井尻歯科医院 〒680-0862 0857-22-0888井尻　恭子 井尻　恭子 平 6. 3. 1歯   診療所
     鳥取市雲山１１０－３８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表［鳥取県］

［平成30年 6月 1日現在　歯科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 4日作成     4 頁

   31013,127,3 うえた歯科 〒680-0901 0857-29-8484上田　悦雄 上田　悦雄 平 6. 8. 1歯   矯歯 小歯診療所
     鳥取市江津３７５－４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   32013,129,9 池田歯科医院 〒680-0947 0857-31-0987池田　実央 池田　実央 平 6.12. 1歯   診療所
     鳥取市湖山町西２丁目１１０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   33013,131,5 潤歯科医院 〒680-0831 0857-37-1616福本　潤二 福本　潤二 平 7. 5.16歯   矯歯 小歯診療所
     鳥取市栄町２０７日本観光センタ常　勤:    2 新規 歯外 現存
     ービル２Ｆ (歯       2) 平28. 5.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   34013,132,3 戸﨑歯科医院 〒689-1104 0857-53-0586戸﨑　正悟 戸﨑　正悟 平 7. 9. 4歯   矯歯 診療所
     鳥取市桂木２４４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 9. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   35013,133,1 医療法人恵聡会　中尾〒680-0802 0857-29-7676医療法人恵聡会　理事中尾　惠之輔 平 7. 9. 1歯   歯外 診療所
     歯科医院 鳥取市青葉町２丁目１０５番地 常　勤:    1長　中尾　惠之輔 組織変更 現存
     (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   36013,135,6 はやし歯科クリニック〒680-0835 0857-29-5256林　篤志 林　篤志 平11. 1. 1歯   小歯 診療所
     鳥取市東品治町１１４コスモスビ常　勤:    1 交代 現存
     ル２Ｆ (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   37013,137,2 鳥取県東部歯科医師会〒680-0845 0857-23-3197一般社団法人　鳥取県筧　哲郎 平 8. 7. 7歯   診療所
     休日急患歯科診療所 鳥取市富安２丁目８４番地 常　勤:    1東部歯科医師会　会長 新規 現存
     (歯       1)　筧　哲郎 平29. 7. 7
     非常勤:   73
     (歯      73)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   38013,138,0 山本歯科医院 〒680-0873 0857-53-7188山本　義行 山本　義行 平 8.10. 4歯   診療所
     鳥取市的場３丁目１３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.10. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   39013,139,8 なわだ歯科医院 〒680-0909 0857-31-2223縄田　昌彦 縄田　昌彦 平 9. 4. 1歯   診療所
     鳥取市賀露町南１丁目１７－２１常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   40013,140,6 堀内歯科医院 〒680-0811 0857-22-6854医療法人社団　堀内歯堀内　学 平13. 6. 1歯   診療所
     鳥取市西品治８１７番地５ 常　勤:    1科医院　理事長　堀内 組織変更 現存
     (歯       1)　学 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   41013,141,4 尾崎歯科クリニック 〒680-0833 0857-20-2222尾崎　紀之 尾崎　紀之 平 9.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     鳥取市末広温泉町６０１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   42013,142,2 山根歯科医院 〒680-0011 0857-38-2118山根　浩二 山根　浩二 平 9.10.16歯   小歯 診療所
     鳥取市東町３丁目２５８－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.10.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   43013,144,8 こはま歯科医院 〒680-0872 0857-53-1956小濱　裕幸 小濱　裕幸 平10. 4.15歯   診療所
     鳥取市宮長３－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   44013,145,5 かのう歯科医院 〒680-0942 0857-32-1300加納　聡 加納　聡 平11. 6. 9歯   歯外 小歯診療所
     鳥取市湖山町東１丁目２５１－１常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 6. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   45013,148,9 水口歯科クリニック 〒680-0911 0857-38-3201水口　好胤 水口　好胤 平12. 5.23歯   診療所
     鳥取市千代水４丁目１８番地　丸常　勤:    1 新規 現存
     信ビル２Ｆ (歯       1) 平30. 5.23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   46013,151,3 いわい歯科 〒680-1166 0857-38-4500岩井　修一郎 岩井　修一郎 平13. 3.19歯   小歯 診療所
     鳥取市朝月２１－４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 3.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   47013,152,1 平吾歯科クリニック 〒680-0853 0857-25-0007平吾　泰三 平吾　泰三 平13. 3.16歯   診療所
     鳥取市桜谷６６１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 3.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   48013,153,9 よしざわ歯科医院 〒680-0843 0857-36-1188吉澤　栄一 吉澤　栄一 平13. 4.16歯   診療所
     鳥取市南吉方３丁目５１８－１ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平25. 4.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   49013,154,7 いながき歯科医院 〒680-0912 0857-21-1277伊奈垣　学 伊奈垣　学 平14. 1. 1歯   診療所
     鳥取市商栄町３９８－８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   50013,155,4 今田歯科岩倉医院 〒680-0081 0857-23-5313今田　晴美 今田　晴美 平14. 3. 1歯   診療所
     鳥取市岩倉４５１－１ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平26. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   51013,156,2 せいきょう歯科クリニ〒680-0833 0857-27-2220鳥取医療生活協同組合中田　幸雄 平14. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ック 鳥取市末広温泉町５６６番地 常　勤:    4　組合長理事　守山　 新規 現存
     (歯       4)泰生 平26. 4. 1
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   52013,157,0 しみず歯科クリニック〒680-0874 0857-51-7755清水　達哉 清水　達哉 平14. 7.12歯   小歯 矯歯診療所
     鳥取市叶２９３－２２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 7.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   53013,158,8 医療法人　八幡歯科医〒680-0862 0857-36-0800医療法人　八幡歯科医八幡　真司 平15. 3. 1歯   小歯 矯歯診療所
     院 鳥取市雲山２２５－２ 常　勤:    2院　理事長　八幡　真 新規 現存
     (歯       2)司 平27. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   54013,159,6 おおもり歯科クリニッ〒680-0903 0857-38-3033大森　智弘 大森　智弘 平15. 3.18歯   診療所
     ク 鳥取市南隈５７１番地 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 3.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   55013,160,4 扇町中村歯科医院 〒680-0846 0857-27-4698医療法人　修医会　理中村　茂幸 平15. 5. 6歯   診療所
     鳥取市扇町３４－１ 常　勤:    2事長　中村　茂幸 移動 現存
     (歯       2) 平27. 5. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   56013,161,2 さとう歯科クリニック〒680-0843 0857-21-0606佐藤　亮 佐藤　亮 平16. 4. 5歯   診療所
     鳥取市南吉方１丁目６３－１農協常　勤:    1 新規 現存
     共済福祉事業団本社ビル１階 (歯       1) 平28. 4. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   57013,162,0 橋本歯科医院 〒680-8066 0857-24-2522橋本　浩成 橋本　浩成 昭58.10.20歯   診療所
     鳥取市国府町新通り３丁目３４８常　勤:    1 現存
     －１ (歯       1) 平28.10.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   58013,163,8 井手野歯科医院 〒689-0106 0857-75-2325井手野　敦 井手野　敦 平 6. 7. 1歯   診療所
     鳥取市福部町海士３３５－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   59013,164,6 山田歯科医院 〒680-1243 0858-85-1817山田　芳江 山田　芳江 昭57. 7. 1歯   診療所
     鳥取市河原町佐貫７５６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   60013,165,3 医療法人　前田歯科医〒680-1221 0858-85-2557医療法人前田歯科医院前田　裕 平 4. 9. 1歯   診療所
     院 鳥取市河原町渡一木２６１－２ 常　勤:    1　理事長　前田　裕 組織変更 現存
     (歯       1) 平28. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   61013,166,1 荻原歯科医院 〒680-1241 0858-85-5151荻原　法子 荻原　法子 平11. 7. 1歯   診療所
     鳥取市河原町長瀬４３－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   62013,168,7 さとみ歯科クリニック〒689-1213 0858-87-3631八百谷　智美 八百谷　智美 平 8.12. 9歯   診療所
     鳥取市用瀬町鷹狩７６７－４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.12. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   63013,169,5 鳥取市佐治町国民健康〒689-1313 0858-88-0818鳥取市長　深澤　義彦奥田　学 平16.11. 1歯   診療所
     保険診療所（歯科） 鳥取市佐治町加瀬木２１７１－２常　勤:    1 組織変更 現存
     (歯       1) 平28.11. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   64013,171,1 いなだ歯科医院 〒689-0333 0857-82-4100稲田　真哉 稲田　真哉 平13. 6.11歯   診療所
     鳥取市気高町新町３丁目８１番地常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平25. 6.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   65013,173,7 医療法人　稲垣歯科医〒689-0405 0857-84-2231医療法人稲垣歯科医院稲垣　彰重 平元. 7. 1歯   診療所
     院 鳥取市鹿野町鹿野１１８４－２ 常　勤:    1　理事長　稲垣　彰重 新規 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   66013,174,5 宮田歯科医院 〒689-0501 0857-85-1215宮田　弘子 宮田　弘子 昭53. 1. 1歯   診療所
     鳥取市青谷町青谷４０４３－１１常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   67013,175,2 医療法人社団　吉田歯〒689-0501 0857-85-0456医療法人社団吉田歯科吉田　渉 平 8. 5. 1歯   診療所
     科医院 鳥取市青谷町青谷３９３５番地 常　勤:    1医院　理事長　吉田　 移動 現存
     (歯       1)渉 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   68013,176,0 むかいね歯科医院 〒680-0941 0857-38-8533医療法人　向健会　理向根　賢次 平17. 1. 1歯   診療所
     鳥取市湖山町北２丁目１０７番地常　勤:    1事長　向根　賢次 組織変更 現存
     ２ (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   69013,177,8 くすだ矯正歯科医院 〒680-0902 0857-29-9435楠田　倫紀 楠田　倫紀 平17. 2. 1歯   矯歯 診療所
     鳥取市秋里１２８４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   70013,178,6 医療法人　玉木歯科医〒689-1112 0857-52-6090医療法人　玉木歯科医玉木　裕之助 平17. 2. 1歯   診療所
     院 鳥取市若葉台南６丁目２３番３０常　勤:    1院　理事長　玉木　裕 組織変更 現存
     号 (歯       1)之助 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   71013,179,4 今田歯科医院 〒680-0841 0857-22-3873今田　哲哉 今田　哲哉 平17. 3. 5歯   診療所
     鳥取市吉方温泉３丁目１６８ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平29. 3. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   72013,180,2 緑ヶ丘歯科クリニック〒680-0914 0857-26-0340田中　秀司 田中　秀司 平17. 5.24歯   診療所
     鳥取市南安長３丁目２７－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 5.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   73013,182,8 医療法人社団春陽会　〒680-0843 0857-23-1000医療法人社団春陽会み石田　雅栄 平17.11. 1歯   歯外 小歯診療所
     みなみ歯科医院 鳥取市南吉方１丁目１０８－２ 常　勤:    2なみ歯科医院　理事長 組織変更 矯歯 現存
     (歯       2)　石田　雅栄 平29.11. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   74013,183,6 ゆむら歯科医院 〒680-0945 0857-39-9950湯村　宣敬 湯村　宣敬 平18. 6. 1歯   診療所
     鳥取市湖山町南３丁目２１７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   75013,184,4 医療法人社団　因幡会〒680-0911 0857-38-8148医療法人社団因幡会い石川　勝之 平18. 6. 1歯   診療所
     　いしかわ歯科 鳥取市千代水３丁目１番地 常　勤:    1しかわ歯科　理事長　 組織変更 現存
     (歯       1)石川　勝之 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   76013,186,9 今宮歯科クリニック 〒680-0941 0857-31-1212今宮　幸樹 今宮　幸樹 平20. 3. 1歯   診療所
     鳥取市湖山町北６－３３０－１６常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平26. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   77013,187,7 さわだ歯科医院 〒680-0873 0857-30-1008澤田　孝紀 澤田　孝紀 平20. 4.18歯   歯外 小歯診療所
     鳥取市的場２丁目８６－１タウン常　勤:    1 新規 現存
     アローズ８６－１０４ (歯       1) 平26. 4.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   78013,188,5 坂本歯科医院 〒680-0822 0857-21-5581山口　亨 山口　亨 平20. 5.18歯   矯歯 小歯診療所
     鳥取市今町１－１３４ 常　勤:    1 移動 歯外 現存
     (歯       1) 平26. 5.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   79013,189,3 坂口歯科医院 〒680-0034 0857-26-0415坂口　晋弥 坂口　晋弥 平21. 1. 1歯   診療所
     鳥取市元魚町２－１１９ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平27. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   80013,190,1 森歯科医院 〒680-0822 0857-29-1571森　映利加 森　映利加 平21. 3. 1歯   診療所
     鳥取市今町２丁目２２０ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平27. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   81013,191,9 松岡歯科 〒680-8064 0857-30-3111松岡　克至 松岡　克至 平21. 8. 1歯   小歯 歯外診療所
     鳥取市国府町分上１丁目１０８－常　勤:    2 新規 現存
     １ (歯       2) 平27. 8. 1
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   82013,194,3 医療法人　イズモト歯〒680-0056 0857-29-8967医療法人　イズモト歯泉本　博司 平22.11. 1歯   診療所
     科医院 鳥取市職人町２５ 常　勤:    1科医院　理事長　泉本 組織変更 現存
     (歯       1)　博司 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   83013,196,8 すどう歯科医院 〒689-0334 0857-82-0008須藤　英昭 須藤　英昭 平23. 4. 8歯   診療所
     鳥取市気高町北浜２丁目２５番地常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 4. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   84013,198,4 ひろ歯科クリニック 〒680-0003 0857-21-5550医療法人社団　恵志会植田　浩志 平24. 9. 1歯   診療所
     鳥取市覚寺４７－７ 常　勤:    1　理事長　植田　浩志 組織変更 現存
     (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   85013,200,8 ハヤシ歯科 〒680-0023 0857-22-2046林　克也 林　克也 平24.11.22歯   診療所
     鳥取市片原２丁目１１８ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平24.11.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   86013,201,6 医療法人　秋山歯科・〒680-0814 0857-22-2966医療法人　秋山歯科・秋山　雄平 平25. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     矯正歯科医院 鳥取市南町４０１番地 常　勤:    4矯正歯科医院　理事長 組織変更 歯外 現存
     (歯       4)　秋山　雄平 平25. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   87013,202,4 アクビー歯科クリニッ〒680-0934 0857-22-7100山根　大樹 山根　大樹 平26. 7. 1歯   小歯 診療所
     ク 鳥取市徳尾１３１－２８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   88013,203,2 宮﨑歯科医院 〒680-0864 0857-27-7048医療法人宮﨑歯科医院宮﨑　章 平26.12. 1歯   診療所
     鳥取市吉成二丁目２１３番１６号常　勤:    2　理事長　宮﨑　章 組織変更 現存
     (歯       2) 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   89013,204,0 北浜歯科クリニック 〒689-0334 0857-82-3844柴田　昌美 柴田　昌美 平27. 5. 7歯   診療所
     鳥取市気高町北浜３丁目７７－８常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平27. 5. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   90013,205,7 医療法人健歯会　おお〒680-0853 0857-29-5671医療法人健歯会　理事中村　浩一郎 平27.11. 1歯   診療所
     くさ歯科医院 鳥取市桜谷７９番地３ 常　勤:    1長　中村　浩一郎 新規 現存
     (歯       1) 平27.11. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   91013,206,5 Ｋデンタルオフィス 〒680-0862 0857-24-6000木下　裕也 木下　裕也 平28. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     鳥取市雲山２０８－１７ 常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
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   92013,207,3 岡本歯科クリニック 〒689-1104 0857-53-1180岡本　充浩 岡本　充浩 平28. 5. 1歯   歯外 小歯診療所
     鳥取市桂木８００ 常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   93013,208,1 ますだ歯科医院 〒680-0921 0857-39-4888医療法人ハートフル会増田　朋和 平28.10. 1歯   小歯 診療所
     鳥取市古海６５４番地２ 常　勤:    2　理事長　増田　朋和 組織変更 現存
     (歯       2) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   94013,209,9 あつ歯科クリニック 〒680-0804 0857-51-1855金谷　敦史 金谷　敦史 平29. 4. 1歯   診療所
     鳥取市田島３６６－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   95013,210,7 スマイル歯科・矯正歯〒680-0871 0857-51-1558小谷　隆真 小谷　隆真 平29. 8. 1歯   小歯 矯歯診療所
     科クリニック 鳥取市吉成南町１丁目７ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平29. 8. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   96013,211,5 しょうじ歯科医院 〒680-0941 0857-32-8558庄司　和伸 庄司　和伸 平29.10. 2歯   診療所
     鳥取市湖山町北１丁目５４８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.10. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   97013,212,3 新通り歯科クリニック〒680-8066 0857-51-0190医療法人健歯会　理事中村　眞一郎 平30. 2. 1歯   診療所
     鳥取市国府町新通り３丁目３０１常　勤:    1長　中村　浩一郎 新規 現存
     －１ (歯       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   98023,033,1 安田歯科医院 〒683-0813 0859-22-3381安田　亨 安田　亨 昭48. 1. 1歯   診療所
     米子市朝日町５番地 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   99023,037,2 白川歯科医院 〒689-3521 0859-27-1759白川　昭夫 白川　昭夫 昭50. 1. 1歯   診療所
     米子市河岡６１９ 常　勤:    1 休止
     (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  100023,059,6 岡本歯科医院 〒683-0823 0859-22-2792岡本　日出夫 岡本　日出夫 昭54.12. 1歯   診療所
     米子市加茂町１丁目３６ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  101023,061,2 坂根歯科医院 〒683-0001 0859-32-6110坂根　敏治 坂根　敏治 昭55. 4. 1歯   診療所
     米子市皆生温泉４丁目２４－２０常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
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  102023,063,8 歯科吉田医院 〒683-0102 0859-28-8245吉田　邦子 吉田　邦子 平 8. 1. 1歯   診療所
     米子市和田町１８０７－１ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  103023,074,5 田本歯科医院 〒683-0065 0859-22-5409田本　寛光 田本　寛光 昭58. 1. 1歯   診療所
     米子市万能町９ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  104023,077,8 あおば歯科医院 〒683-0011 0859-26-0101田本　知光 田本　知光 昭58. 3.16歯   矯歯 診療所
     米子市福市１１７０－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 3.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  105023,086,9 渡部歯科医院 〒683-0061 0859-22-4608渡部　隆夫 渡部　隆夫 昭59. 6.24歯   診療所
     米子市四日市町９４ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平29. 6.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  106023,091,9 セントラル歯科 〒683-0004 0859-32-3883田本　裕二 田本　裕二 昭61. 4. 1歯   診療所
     米子市上福原３丁目７番３９号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  107023,096,8 恵歯科医院 〒689-3546 0859-27-4667田本　晃 田本　晃 昭62. 9.12歯   診療所
     米子市熊党９９ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  108023,102,4 掘江歯科医院 〒683-0811 0859-22-6075掘江　誠 掘江　誠 平元. 7.17歯   診療所
     米子市錦町１丁目１２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 7.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  109023,104,0 医療法人社団　野口歯〒683-0845 0859-35-0550医療法人社団野口歯科野口　圭一 平元. 9.11歯   診療所
     科医院 米子市旗ケ崎１丁目２番１号 常　勤:    1医院　理事長　野口　 現存
     (歯       1)圭一 平28. 9.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  110023,106,5 医療法人社団　 歯科〒683-0006 0859-22-4073医療法人社団 歯科医 　和秀 平元.10. 1歯   診療所
     医院 米子市車尾４丁目３番４６号 常　勤:    1院　理事長　 　和秀 現存
     (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  111023,107,3 医療法人社団　あさく〒683-0805 0859-34-5624医療法人社団あさくら朝倉　章順 平元.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     ら歯科医院 米子市西福原５丁目８－１７ 常　勤:    1歯科医院　理事長　朝 現存
     (歯       1)倉　章順 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  112023,108,1 医療法人社団　灘尾歯〒683-0812 0859-33-3066医療法人社団灘尾歯科灘尾　誠 平元.10. 1歯   診療所
     科医院 米子市角盤町１丁目４２－２ 常　勤:    1医院　理事長　灘尾　 現存
     (歯       1)誠 平28.10. 1
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  113023,111,5 医療法人社団　木山歯〒683-0055 0859-33-5628医療法人社団木山歯科木山　力哉 平元.10. 2歯   診療所
     科医院 米子市冨士見町２丁目３１番地 常　勤:    2医院　理事長　木山　 現存
     (歯       2)力哉 平28.10. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  114023,112,3 よしだ歯科クリニック〒683-0003 0859-33-6480吉田　勇夫 吉田　勇夫 平元.11. 1歯   矯歯 小歯診療所
     米子市皆生４－４－１０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  115023,113,1 ホワイト歯科医院 〒683-0021 0859-26-3300入澤　麻美子 入澤　麻美子 平 2. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     米子市石井６９９－３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  116023,115,6 医療法人社団　彦歯科〒683-0802 0859-22-0118医療法人社団彦歯科医稲村　彦衛門 平 2. 7. 1歯   診療所
     医院 米子市東福原６丁目３－４３ 常　勤:    1院　理事長　稲村　彦 組織変更 現存
     (歯       1)衛門 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  117023,118,0 ひらばやし歯科クリニ〒683-0851 0859-24-1880平林　正哉 平林　正哉 平 2.12. 1歯   小歯 診療所
     ック 米子市夜見町２７８８－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  118023,120,6 医療法人社団　植木歯〒683-0013 0859-26-0808医療法人社団植木歯科植木　泰久 平 3. 8. 1歯   矯歯 小歯診療所
     科医院 米子市諏訪友久５１番地５ 常　勤:    1医院　理事長　植木　 組織変更 現存
     (歯       1)泰久 平24. 8. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  119023,121,4 佐々木歯科医院 〒683-0047 0859-35-4477佐々木　晃一 佐々木　晃一 平 4. 1. 6歯   矯歯 小歯診療所
     米子市祗園町２丁目２０ 常　勤:    1 その他 現存
     (歯       1) 平28. 1. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  120023,122,2 医療法人社団　野坂歯〒683-0011 0859-26-3535医療法人社団野坂歯科野坂　百樹 平 4. 5. 1歯   診療所
     科医院 米子市福市１７２５－１ 常　勤:    2医院　理事長　野坂　 組織変更 現存
     (歯       2)百樹 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  121023,123,0 小川歯科医院 〒683-0853 0859-24-2255小川　隆嗣 小川　隆嗣 平 4. 5. 1歯   歯外 診療所
     米子市両三柳４４８１－３ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  122023,125,5 医療法人社団厚生館　〒683-0812 0859-33-8118医療法人社団厚生館宮宮岡　博就 平 4. 9. 1歯   矯歯 小歯診療所
     宮岡歯科医院 米子市角盤町１丁目１５４ 常　勤:    2岡歯科医院　理事長　 組織変更 歯外 現存
     (歯       2)宮岡　博就 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  123023,126,3 あべ小児歯科 〒683-0804 0859-35-8640阿部　和久 阿部　和久 平 4.10.15小歯 矯歯 歯  診療所
     米子市米原２－３－２０－２Ｆ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.10.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  124023,127,1 けい歯科クリニック 〒683-0846 0859-24-4118中村　慶二郎 中村　慶二郎 平 5. 4. 1歯   小歯 診療所
     米子市安倍９７－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  125023,129,7 医療法人社団　いえは〒683-0852 0859-29-6599医療法人社団いえはら家原　猛 平 6. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     ら歯科 米子市河崎５７５－１ 常　勤:    1歯科　理事長　家原　 組織変更 現存
     (歯       1)猛 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  126023,130,5 医療法人社団知真会　〒683-0804 0859-23-1181医療法人社団知真会ナ永田　耕蔵 平 6. 1. 1歯   診療所
     ナガタ歯科 米子市米原４丁目３－２３ 常　勤:    2ガタ歯科　理事長　永 組織変更 現存
     (歯       2)田　耕蔵 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  127023,132,1 医療法人陽和会　歯科〒683-0805 0859-35-0700医療法人　陽和会　理野坂　和正 平 6. 1. 1歯   診療所
     ノサカクリニック 米子市西福原８丁目１０番４３号常　勤:    1事長　野坂　和正 組織変更 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  128023,133,9 木山歯科クリニック 〒683-0851 0859-24-4800木山　陽介 木山　陽介 平 6. 4. 1歯   診療所
     米子市夜見町３０４６－１ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  129023,134,7 中村歯科医院 〒683-0823 0859-22-6375中村　幸一 中村　幸一 平 6. 5. 1歯   診療所
     米子市加茂町２丁目１５２ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  130023,135,4 鳥取県西部歯科保健セ〒683-0853 0859-33-3864一般社団法人鳥取県西田本　寛光 平 6. 6. 1歯   診療所
     ンター 米子市両三柳１０４－１ 常　勤:    1部歯科医師会　代表理 移動 現存
     (歯       1)事　田本　寛光 平30. 6. 1
     非常勤:   95
     (歯      95)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  131023,136,2 医療法人社団　米原歯〒683-0804 0859-34-6313医療法人社団米原歯科堀江　隆 平11. 1. 1歯   診療所
     科クリニック 米子市米原８丁目１番３８号 常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     (歯       1)堀江　隆 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  132023,137,0 ナガセ歯科医院 〒683-0843 0859-32-5372医療法人社団　ナガセ永瀬　隆 平 7. 1. 1歯   診療所
     米子市三旗町４－２１ 常　勤:    1デンタルクリニック　 組織変更 現存
     (歯       1)理事長　永瀬　隆 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  133023,138,8 高野歯科医院 〒683-0802 0859-33-2038医療法人社団高野歯科高野　淳人 平 7. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     米子市東福原３丁目１－１５ 常　勤:    2医院　理事長　高野　 組織変更 現存
     (歯       2)淳人 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  134023,139,6 田本歯科クリニック 〒683-0845 0859-31-8143田本　純夫 田本　純夫 平 7.10. 1歯   小歯 診療所
     米子市旗ケ崎２丁目６－１８ 常　勤:    2 移動 現存
     (歯       2) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  135023,140,4 くらさと歯科医院 〒683-0002 0859-35-7337倉郷　貴敏 倉郷　貴敏 平 8.11. 1歯   診療所
     米子市皆生新田２丁目１番１５号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  136023,141,2 やお歯科クリニック 〒683-0004 0859-23-5858八尾　正己 八尾　正己 平 9. 2. 4歯   矯歯 小歯診療所
     米子市上福原３丁目３－２２ 常　勤:    2 新規 歯外 現存
     (歯       2) 平30. 2. 4
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  137023,142,0 たかの歯科クリニック〒683-0052 0859-23-6700高野　洋寿 高野　洋寿 平 9. 7.12歯   診療所
     米子市博労町２丁目３１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 7.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  138023,143,8 みやじ歯科 〒683-0853 0859-48-0800宮地　雅之 宮地　雅之 平10. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     米子市両三柳２７４０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  139023,144,6 古賀歯科クリニック 〒689-3514 0859-27-7447古賀　隆 古賀　隆 平10. 5. 1歯   診療所
     米子市尾高３０４１－１８ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  140023,145,3 医療法人社団　今井歯〒683-0853 0859-31-8000医療法人社団今井歯科今井　俊広 平10. 5.15歯   診療所
     科クリニック 米子市両三柳２０３３ 常　勤:    2クリニック　理事長　 移動 現存
     (歯       2)今井　俊広 平28. 5.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  141023,146,1 中田歯科医院 〒689-3514 0859-37-0648中田　貴康 中田　貴康 平10. 8. 1歯   小歯 診療所
     米子市尾高２７４１－４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  142023,148,7 野坂純歯科医院 〒683-0853 0859-48-1010野坂　純 野坂　純 平11. 6.15歯   診療所
     米子市両三柳８８２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 6.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  143023,150,3 本田歯科医院 〒689-3533 0859-37-1355本田　智毅 本田　智毅 平11.12.16歯   診療所
     米子市一部２９８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.12.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  144023,151,1 医療法人社団聖雅会　〒683-0005 0859-31-8118医療法人社団聖雅会　原田　雅夫 平12. 4. 1歯   矯歯 歯外診療所
     原田デンタルオフィス米子市中島２丁目１－５ 常　勤:    1理事長　原田　雅夫 新規 現存
     米子分院 (歯       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  145023,152,9 ワイエイデンタルクリ〒683-0853 0859-37-6886医療法人ワイエイオー山中　渉 平12. 4. 7歯   矯歯 小歯診療所
     ニック 米子市両三柳字大沢１５－１０７常　勤:    2ラルヘルスセンター　 新規 歯外 現存
     (歯       2)理事長　山中　渉 平30. 4. 7
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  146023,153,7 清水歯科クリニック 〒683-0017 0859-26-6511清水　久哉 清水　久哉 平13. 4. 4歯   小歯 歯外診療所
     米子市宗像９４６－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 4. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  147023,154,5 かず歯科医院 〒683-0842 0859-38-2700岡本　和己 岡本　和己 平13. 4.14歯   小歯 歯外診療所
     米子市三本松２丁目１３－２３ 常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平25. 4.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  148023,155,2 きやま歯科医院 〒683-0853 0859-38-8020木山　剛 木山　剛 平13.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     米子市両三柳３５－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  149023,158,6 医療法人社団　りつ歯〒683-0851 0859-30-0077医療法人社団　りつ歯平林　律 平16. 9. 7歯   小歯 歯外診療所
     科医院 米子市夜見町２２７９番地２ 常　勤:    1科医院　理事長　平林 新規 矯歯 現存
     (歯       1)　律 平28. 9. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  150023,161,0 いなむら歯科 〒689-3402 0859-56-6480医療法人社団稲村歯科稲村　憲慈 平 4. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     米子市淀江町淀江６８１－４９ 常　勤:    1医院　理事長　稲村　 移動 歯外 現存
     (歯       1)憲慈 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  151023,163,6 すどう歯科クリニック〒683-0009 0859-23-3537須藤　昌紀 須藤　昌紀 平17. 6. 7歯   矯歯 小歯診療所
     米子市観音寺新町３－１－１１ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平29. 6. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  152023,165,1 さかもと歯科クリニッ〒683-0853 0859-29-6460阪本　博文 阪本　博文 平17. 6.21歯   小歯 歯外診療所
     ク 米子市両三柳３４５２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 6.21
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  153023,166,9 林原歯科クリニック 〒683-0802 0859-37-5700林原　哲之 林原　哲之 平18. 5. 8歯   小歯 矯歯診療所
     米子市東福原６－７－３ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平30. 5. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  154023,168,5 アーニスト歯科クリニ〒683-0845 0859-48-1184村田　健 村田　健 平18. 7. 1歯   歯外 小歯診療所
     ック 米子市旗ケ崎６－１９－３７ 常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平30. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  155023,169,3 Ｋ＋ｎ矯正歯科 〒683-0033 0859-21-0555松浦　健 松浦　健 平18. 7.29矯歯 診療所
     米子市長砂町５３－２ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平30. 7.29
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  156023,173,5 どい歯科クリニック 〒689-3425 0859-56-1600土井　教子 土井　教子 平19.12.10歯   診療所
     米子市淀江町佐陀２１３５－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25.12.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  157023,176,8 医療法人社団　坂根矯〒683-0053 0859-31-1818医療法人社団　坂根矯坂根　令一 平22. 4. 4矯歯 歯   診療所
     正歯科 米子市明治町１７７－１ 常　勤:    1正歯科　理事長　坂根 移動 現存
     (歯       1)　令一 平28. 4. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  158023,177,6 医療法人社団　新納歯〒683-0104 0859-25-0771医療法人社団　新納歯新納　晋次郎 平22. 5. 7歯   診療所
     科大崎医院 米子市大崎１２７６－１ 常　勤:    2科大崎医院　理事長　 移動 現存
     (歯       2)新納　勇樹 平28. 5. 7
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  159023,178,4 鈴木歯科医院 〒683-0823 0859-22-2560鈴木　信 鈴木　信 平23. 4. 1歯   診療所
     米子市加茂町１丁目２２番地 常　勤:    1 組織変更 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  160023,179,2 デンタル　サロン　ド〒683-0061 0859-30-2345足本　敦 足本　敦 平23. 4. 1歯   診療所
     　ブライト 米子市四日市町４６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  161023,180,0 米子デンタルクリニッ〒683-0801 0859-23-4180齋藤　正博 齋藤　正博 平23. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 米子市新開５丁目１－９ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  162023,181,8 ＴＡＫＡデンタルクリ〒683-0064 0859-39-0606小徳　崇人 小徳　崇人 平23. 8.10歯   小歯 診療所
     ニック 米子市道笑町４丁目８７番地１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 8.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  163023,182,6 山口歯科医院 〒683-0811 0859-22-9658山口　富美子 山口　富美子 平24. 4. 1歯   診療所
     米子市錦町３丁目９０番地の８ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  164023,183,4 医療法人社団　いけぐ〒683-0805 0859-38-0900医療法人社団　いけぐ池口　直子 平25. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ち歯科クリニック 米子市西福原九丁目１１番１３号常　勤:    1ち歯科クリニック　理 組織変更 現存
     (歯       1)事長　池口　直子 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  165023,184,2 医療法人社団古川歯科〒689-3425 0859-56-1131医療法人社団古川歯科古川　清暁 平26.12. 1歯   歯外 診療所
     米子市淀江町佐陀７１９番地１９常　勤:    1　理事長　古川　清暁 組織変更 現存
     (歯       1) 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  166023,185,9 隅田歯科医院 〒683-0811 0859-33-3426隅田　秀樹 隅田　秀樹 平27. 4. 1歯   歯外 小歯診療所
     米子市錦町２丁目２番２ 常　勤:    1 交代 矯歯 現存
     (歯       1) 平27. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  167023,186,7 小徳歯科医院 〒683-0852 0859-24-0855小徳　省三 小徳　省三 平28. 1. 1歯   診療所
     米子市河崎１７４０ー２１ 常　勤:    1 組織変更 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  168023,187,5 きまち歯科クリニック〒683-0003 0859-21-7202来海　慶一郎 来海　慶一郎 平29. 9. 1歯   診療所
     米子市皆生４丁目１１－１２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  169023,188,3 岡歯科医院 〒683-0841 0859-29-2510岡　左登志 岡　左登志 平30. 1. 1歯   診療所
     米子市上後藤３－４－１３ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  170023,189,1 伊藤歯科医院 〒683-0853 0859-21-8050伊藤　幸太 伊藤　幸太 平30. 3. 7歯   診療所
     米子市両三柳３２７６－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 3. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  171023,190,9 けやき歯科 〒683-0801 0859-36-8322白石　康博 白石　康博 平30. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     米子市新開７－５－３７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表［鳥取県］

［平成30年 6月 1日現在　歯科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 4日作成    18 頁

  172023,191,7 舩木歯科クリニック 〒683-0805 0859-34-6131舩木　匡一 舩木　匡一 平30. 4.28歯   小歯 矯歯診療所
     米子市西福原１１－２ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平30. 4.28
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  173033,021,4 三代歯科医院 〒682-0022 0858-26-0819三代　一成 三代　一成 昭52. 3.23歯   診療所
     倉吉市上井町２丁目８－２１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 3.23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  174033,029,7 一般社団法人鳥取県中〒682-0802 0858-22-5472一般社団法人鳥取県中桑名　富雄 昭55. 7. 1歯   診療所
     部歯科医師会　口腔衛倉吉市東巌城町６８ 常　勤:    1部歯科医師会口腔衛生 移動 現存
     生センター (歯       1)センター　運営委員長 平28. 7. 1
     非常勤:   38　石亀　裕通
     (歯      38)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  175033,031,3 谷口歯科医院 〒682-0806 0858-22-1141谷口　晶英 谷口　晶英 昭56. 7.16歯   診療所
     倉吉市昭和町１丁目２１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 7.16
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  176033,038,8 口歯科医院 〒682-0887 0858-22-2667 口　壽一郎 口　壽一郎 昭59.11. 1歯   診療所
     倉吉市明治町２丁目４３－１ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  177033,041,2 河崎歯科医院 〒682-0018 0858-26-5568河﨑　一寿 河﨑　一寿 昭62.10.14歯   診療所
     倉吉市福庭町２丁目１３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.10.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  178033,045,3 松本歯科医院 〒682-0817 0858-22-4675松本　博久 松本　博久 昭63. 7.20歯   診療所
     倉吉市住吉町５８ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平30. 7.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  179033,047,9 医療法人社団　山中歯〒682-0802 0858-22-7256医療法人社団　山中歯山中　茂 平元. 7. 1歯   診療所
     科医院 倉吉市東巌城町１７０ 常　勤:    1科医院　理事長　山中 現存
     (歯       1)　茂 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  180033,048,7 医療法人　くまの歯科〒682-0862 0858-22-2802医療法人くまの歯科医熊野　光紀 平元. 7. 1歯   矯歯 診療所
     医院 倉吉市西町２７０２ 常　勤:    2院　理事長　熊野　光 現存
     (歯       2)紀 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  181033,049,5 医療法人　木本歯科医〒682-0806 0858-22-1217医療法人　木本歯科医木本　達己 平元.10. 1歯   診療所
     院 倉吉市昭和町１丁目１７４ 常　勤:    1院　理事長　木本　達 現存
     (歯       1)己 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  182033,050,3 医療法人　吉井歯科医〒682-0802 0858-23-1411医療法人　吉井歯科医吉井　義寿 平元.10. 1歯   診療所
     院 倉吉市東巌城町１０１ 常　勤:    1院　理事長　吉井　義 現存
     (歯       1)寿 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  183033,052,9 医療法人　岡本歯科医〒682-0847 0858-28-2237医療法人　岡本歯科医岡本　時彦 平 2.11. 9歯   診療所
     院福山診療所 倉吉市福山１３５ 常　勤:    2院　理事長　岡本　時 組織変更 現存
     (歯       2)彦 平29.11. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  184033,053,7 医療法人社団　福島歯〒682-0024 0858-26-1991医療法人社団　福島歯福島　光洋 平 2.11. 9歯   矯歯 小歯診療所
     科医院 倉吉市伊木２４１－１３ 常　勤:    1科医院　理事長　福島 組織変更 現存
     (歯       1)　光洋 平29.11. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  185033,054,5 大月歯科医院 〒682-0021 0858-26-2172大月　弘司 大月　弘司 平 9. 1. 1歯   診療所
     倉吉市上井３３３－１６ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  186033,055,2 医療法人　森本歯科医〒682-0887 0858-22-2007医療法人森本歯科医院森本　英嗣 平12. 3. 1歯   診療所
     院 倉吉市明治町１０３１－２６ 常　勤:    1　理事長　森本　英嗣 組織変更 現存
     (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  187033,056,0 かどわき歯科クリニッ〒682-0021 0858-26-8148門脇　一郎 門脇　一郎 平 8.10.14歯   小歯 矯歯診療所
     ク 倉吉市上井３６４－５ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平29.10.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  188033,058,6 やまもと歯科医院 〒682-0823 0858-22-3344山本　回 山本　回 平10. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     倉吉市東町３５１－２ 常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  189033,059,4 ちか歯科クリニック 〒682-0921 0858-28-1234近　豊浩 近　豊浩 平11. 4.18歯   小歯 歯外診療所
     倉吉市西福守町５９２－１ 常　勤:    2 新規 矯歯 現存
     (歯       2) 平29. 4.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  190033,060,2 ひまわり歯科医院 〒682-0006 0858-47-4600王　秀樹 王　秀樹 平12. 2. 7歯   小歯 歯外診療所
     倉吉市井手畑６９－３ 常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平30. 2. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  191033,061,0 しばた歯科 〒682-0017 0858-26-7080柴田　和幸 柴田　和幸 平15. 5. 8歯   小歯 診療所
     倉吉市清谷町１丁目８－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 5. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  192033,063,6 あけしま歯科 〒682-0807 0858-22-0555医療法人　明生会　理明島　淳吾 平16. 6.18歯   診療所
     倉吉市幸町５０７－２０ 常　勤:    2事長　明島　淳吾 移動 現存
     (歯       2) 平28. 6.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  193033,064,4 小川歯科医院 〒682-0411 0858-45-3418小川　育成 小川　育成 平10. 6.15歯   診療所
     倉吉市関金町関金宿２４６－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 6.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  194033,065,1 花池デンタルクリニッ〒682-0855 0858-48-2220花池　泰徳 花池　泰徳 平18. 3.31歯   小歯 歯外診療所
     ク 倉吉市生田３５６－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 3.31
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  195033,066,9 浜吉歯科クリニック 〒682-0017 0858-27-0811濵吉　淳一 濵吉　淳一 平19.11. 6歯   小歯 歯外診療所
     倉吉市清谷町１丁目１９３－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25.11. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  196033,067,7 うつぶき歯科クリニッ〒682-0864 0858-23-7570林　秀昭 林　秀昭 平21. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 倉吉市鍛冶町１丁目２９７１－５常　勤:    1 新規 現存
     ０ (歯       1) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  197033,068,5 たけ歯科医院 〒682-0816 0858-24-5804山本　剛志 山本　剛志 平23. 6. 1歯   歯外 小歯診療所
     倉吉市駄経寺町２丁目４０－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  198033,069,3 藤井政雄記念病院附属〒682-0023 0858-26-4276社会医療法人仁厚会　市来　浩司 平24. 1. 1歯   歯外 診療所
     歯科クリニック 倉吉市山根４３番地１ 常　勤:    2理事長　藤井　一博 新規 現存
     (歯       2) 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  199033,070,1 パープル歯科クリニッ〒682-0023 0858-24-6022桑名　慎太郎 桑名　慎太郎 平24. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 倉吉市山根５４０－１パープルビ常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     ル２階１号室 (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  200033,071,9 きしだ歯科クリニック〒682-0018 0858-24-5588岸田　宗丈 岸田　宗丈 平29. 2. 1歯   歯外 小歯診療所
     倉吉市福庭町１丁目２２２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  201033,072,7 桑名歯科医院 〒682-0881 0858-22-3377桑名　慎太郎 桑名　慎太郎 平30. 1.20歯   診療所
     倉吉市宮川町１７７－１８ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平30. 1.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  202043,010,5 横川歯科医院 〒684-0032 0859-42-2406横川　和 横川　和 昭50.11. 6歯   診療所
     境港市元町１８００番地 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.11. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  203043,015,4 永見歯科クリニック 〒684-0063 0859-45-4182永見　輝生 永見　輝生 昭60. 9. 2歯   歯外 矯歯診療所
     境港市誠道町５６－２ 常　勤:    2 新規 小歯 現存
     (歯       2) 平24. 9. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  204043,017,0 芹田歯科 〒684-0022 0859-42-6562芹田　晃 芹田　晃 昭61. 1. 6歯   診療所
     境港市明治町６７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 1. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  205043,020,4 医療法人社団　小徳歯〒684-0032 0859-42-3601医療法人社団　小徳歯小徳　賢司 平元.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     科クリニック 境港市元町４１ 常　勤:    2科クリニック　理事長 現存
     (歯       2)　小徳　賢司 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  206043,022,0 医療法人社団　木村歯〒684-0053 0859-45-5588医療法人社団　木村歯木村　清 平元.10. 1歯   小歯 診療所
     科医院 境港市小篠津町８６９－３ 常　勤:    1科医院　理事長　木村 現存
     (歯       1)　清 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  207043,023,8 医療法人社団　足立守〒684-0022 0859-44-3866医療法人社団　足立守足立　守 平元.10. 2歯   診療所
     歯科 境港市明治町８番地 常　勤:    1歯科　理事長　足立　 現存
     (歯       1)守 平28.10. 2
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  208043,026,1 ひまわり歯科医院 〒684-0071 0859-42-3205植村　幸雄 植村　幸雄 平 3. 4. 1歯   診療所
     境港市外江町２４５５ 常　勤:    1 その他 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  209043,027,9 たけし歯科クリニック〒684-0071 0859-44-3600遠藤　武司 遠藤　武司 平 4. 7.15歯   小歯 診療所
     境港市外江町１６２５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 7.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  210043,028,7 医療法人社団　ながせ〒684-0031 0859-44-6480医療法人社団　ながせ永瀬　洋介 平 4. 8. 1歯   診療所
     歯科医院 境港市湊町１５０番地 常　勤:    2歯科医院　理事長　永 組織変更 現存
     (歯       2)瀬　聡 平28. 8. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
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  211043,031,1 さかい歯科クリニック〒684-0076 0859-47-3635酒井　博淳 酒井　博淳 平22. 5. 7歯   小歯 歯外診療所
     境港市夕日ヶ丘１丁目１７番地 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28. 5. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  212043,032,9 医療法人祥敬会　森脇〒684-0041 0859-42-5555医療法人祥敬会　理事森脇　祥博 平25. 9. 1歯   小歯 矯歯診療所
     歯科医院 境港市中野町１８９３番地１ 常　勤:    3長　森脇　祥博 組織変更 歯外 現存
     (歯       3) 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  213043,033,7 倉元歯科クリニック 〒684-0072 0859-47-2222医療法人　倉元医院　倉元　健志 平26. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     境港市渡町２８９２番地１ 常　勤:    1理事長　倉元　義人 組織変更 現存
     (歯       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  214043,034,5 あい・あだちデンタル〒684-0033 0859-21-1564足立　融 足立　融 平28. 4. 1歯   小歯 診療所
     クリニック 境港市上道町１８５５－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  215113,005,0 永美歯科医院 〒681-0003 0857-73-1402永美　善男 永美　善男 昭55.10. 1歯   診療所
     岩美郡岩美町浦富１７１８－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  216113,008,4 医療法人　清水歯科医〒681-0003 0857-72-0055医療法人清水歯科医院清水　恵子 平 6. 1. 1歯   診療所
     院 岩美郡岩美町浦富１０３５－２ 常　勤:    1　理事長　清水　恵子 組織変更 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  217113,012,6 いわみ歯科クリニック〒681-0003 0857-72-2301中村　直之 中村　直之 平27. 3. 1歯   診療所
     岩美郡岩美町浦富１０４８－１０常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  218123,005,8 中尾歯科医院 〒680-0701 0858-82-0130中尾　淳司 中尾　淳司 平12. 4.14歯   小歯 矯歯診療所
     八頭郡若桜町若桜２７７ 常　勤:    1 交代 歯外 現存
     (歯       1) 平30. 4.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  219123,022,3 芦津歯科医院 〒680-0471 0858-73-0118芦津　憲雄 芦津　憲雄 平元. 9. 9歯   診療所
     八頭郡八頭町船岡３８５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 9. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  220123,023,1 谷尾歯科医院 〒680-0461 0858-73-0112谷尾　洋子 谷尾　洋子 平元.10.20歯   小歯 歯外診療所
     八頭郡八頭町郡家５９０－８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.10.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  221123,024,9 医療法人　谷口歯科医〒680-0601 0858-84-3636医療法人谷口歯科医院谷口　雅人 平 2.11. 1歯   診療所
     院 八頭郡八頭町大字北山字榎ヶ坪９常　勤:    1　理事長　谷口　雅人 組織変更 現存
     ６番地３７ (歯       1) 平29.11. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  222123,026,4 医療法人社団友愛会　〒680-0521 0858-84-2550医療法人社団友愛会　林　伸伍 平 8. 2. 1歯   歯外 診療所
     入江歯科医院 八頭郡八頭町安井宿１１０２－１常　勤:    1理事長　入江　雄一郎 組織変更 現存
     (歯       1) 平29. 2. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  223123,028,0 医療法人　伊藤歯科医〒689-1402 0858-75-0049医療法人伊藤歯科医院福川　聖子 平 5. 3. 1歯   矯歯 小歯診療所
     院 八頭郡智頭町智頭１７０８－３ 常　勤:    2　理事長　伊藤　楯樹 組織変更 現存
     (歯       2) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  224123,029,8 植田歯科医院 〒680-0461 0858-73-0018植田　公弘 植田　公弘 平 5. 5. 6歯   診療所
     八頭郡八頭町郡家２９－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 5. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  225123,030,6 福田歯科医院 〒680-0701 0858-82-1518福田　浩子 福田　浩子 平 6. 6.15歯   診療所
     八頭郡若桜町若桜３９８－１ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平30. 6.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  226123,035,5 医療法人　岸本歯科医〒680-0462 0858-72-6480医療法人岸本歯科医院岸本　匡史 平15. 9. 1歯   診療所
     院 八頭郡八頭町福本２－１１ 常　勤:    1　理事長　岸本　匡史 組織変更 現存
     (歯       1) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  227123,037,1 瑞星歯科医院 〒689-1402 0858-75-0831都 　一仁 都 　一仁 平24.12. 1歯   歯外 診療所
     八頭郡智頭町智頭１８１１－４２常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  228123,038,9 井上歯科医院 〒680-0461 0858-72-0105井上　清 井上　清 平27. 1.30歯   小歯 診療所
     八頭郡八頭町郡家６４７ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平27. 1.30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  229123,039,7 たなべ歯科 〒689-1402 0858-71-0824田邉　敬一朗 田邉　敬一朗 平27.12. 1歯   診療所
     八頭郡智頭町智頭１５３９－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  230143,027,8 谷口歯科医院 〒682-0723 0858-35-2071谷口　陽子 谷口　陽子 平 8. 8. 1歯   診療所
     東伯郡湯梨浜町久留１８１ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平29. 8. 1
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  231143,030,2 医療法人橋本歯科医院〒689-2221 0858-37-2013医療法人橋本歯科医院橋本　衆二郎 平元. 7. 1歯   診療所
     東伯郡北栄町由良宿５５２－１０常　勤:    2　理事長　橋本　衆二 新規 現存
     (歯       2)郎 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  232143,033,6 医療法人　岡本歯科医〒689-2352 0858-52-3427医療法人岡本歯科医院岡本　貴史 平 2.11. 9歯   診療所
     院浦安診療所 東伯郡琴浦町浦安１０２－２ 常　勤:    1　理事長　岡本　時彦 新規 現存
     (歯       1) 平29.11. 9
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  233143,035,1 石亀歯科医院 〒689-2303 0858-53-0100医療法人石亀歯科医院石亀　裕通 平 4. 5. 1歯   診療所
     東伯郡琴浦町徳万４９１－７ 常　勤:    1　理事長　石亀　裕通 組織変更 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  234143,036,9 あだち歯科医院 〒689-0712 0858-32-2181南場　美弥 南場　美弥 平 4. 6.15歯   診療所
     東伯郡湯梨浜町中興寺３５８－１常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 6.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  235143,038,5 くらしげ歯科クリニッ〒682-0721 0858-35-5160医療法人　くらしげ歯倉繁　雅弘 平 9. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ク 東伯郡湯梨浜町田後２２１－６ 常　勤:    1科クリニック　理事長 組織変更 現存
     (歯       1)　倉繁　雅弘 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  236143,039,3 ながれ歯科クリニック〒689-2501 0858-55-7717永 　健二 永 　健二 平 7.10. 4歯   小歯 診療所
     東伯郡琴浦町赤碕１８００－４０常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.10. 4
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  237143,043,5 仲歯科医院 〒689-2221 0858-37-2174仲　秀典 仲　秀典 平12.10.12歯   矯歯 小歯診療所
     東伯郡北栄町由良宿１１４４－１常　勤:    1 交代 歯外 現存
     (歯       1) 平24.10.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  238143,044,3 さくら歯科診療所 〒689-0601 0858-34-6221後藤　康裕 後藤　康裕 平14. 4. 1歯   診療所
     東伯郡湯梨浜町泊１２５４－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  239143,045,0 ヤチグチ歯科医院 〒682-0121 0858-43-2255谷内口　良一 谷内口　良一 平19. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     東伯郡三朝町大瀬１１９５番地の常　勤:    1 組織変更 現存
     ３ (歯       1) 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  240143,046,8 くにたけ歯科クリニッ〒689-2301 0858-52-3003國竹　洋輔 國竹　洋輔 平20. 4.14歯   診療所
     ク 東伯郡琴浦町八橋７９－９ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平26. 4.14
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  241143,047,6 船木歯科クリニック 〒689-2501 0858-55-2251中久喜　健也 中久喜　健也 平21. 7. 1歯   診療所
     東伯郡琴浦町赤碕１０８７－９ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  242143,048,4 ララ歯科クリニック 〒682-0121 0858-43-2221伊達岡　陽一 伊達岡　陽一 平21. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     東伯郡三朝町大瀬１０７６－４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  243143,049,2 桑本歯科 〒689-2351 0858-53-1267桑本　泉 桑本　泉 平23. 8. 1歯   診療所
     東伯郡琴浦町保５２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  244143,050,0 えりぃ歯科クリニック〒689-2104 0858-36-6560林　映理子 林　映理子 平25. 6. 1歯   歯外 小歯診療所
     東伯郡北栄町弓原２９３－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  245143,051,8 音田歯科医院 〒689-0713 0858-32-0304音田　貢 音田　貢 平27.11. 1歯   診療所
     東伯郡湯梨浜町旭７７－２ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  246153,011,9 医療法人社団　江原歯〒689-3114 0858-58-2021医療法人社団江原歯科江原　修司 平 8. 2. 1歯   診療所
     科医院 西伯郡大山町田中５７０番地２ 常　勤:    1医院　理事長　江原　 組織変更 現存
     (歯       1)修司 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  247153,018,4 舩木歯科医院 〒689-3122 0858-58-2036医療法人健和会　理事舩木　靖 平10. 6. 1歯   診療所
     西伯郡大山町塩津字葉砂粉３１３常　勤:    1長　舩木　靖 組織変更 現存
     －１ (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  248153,022,6 入沢歯科医院 〒683-0322 0859-66-5151医療法人社団入沢歯科入澤　満 平 2. 8. 1歯   診療所
     西伯郡南部町阿賀１４８ 常　勤:    1医院　理事長　入澤　 組織変更 現存
     (歯       1)満 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  249153,026,7 小田歯科医院 〒689-4135 0859-68-4500小田　浩一 小田　浩一 平 4. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     西伯郡伯耆町押口８６－２ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  250153,027,5 国谷歯科医院 〒689-3211 0859-54-3581国谷　昌広 国谷　昌広 平 6. 6. 1歯   診療所
     西伯郡大山町御来屋１６４ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  251153,030,9 小山歯科クリニック 〒689-3332 0859-39-5511小山　博信 小山　博信 平11.10. 1歯   診療所
     西伯郡大山町末長２９０－１ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29.10. 1
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  252153,031,7 アロー歯科 〒689-3553 0859-27-7777矢富　秀樹 矢富　秀樹 平13. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     西伯郡日吉津村日吉津９５２－２常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  253153,032,5 わたなべ歯科クリニッ〒683-0201 0859-64-3201渡邊　真理 渡邊　真理 平14. 4. 1歯   小歯 診療所
     ク 西伯郡南部町天万３２８－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  254153,033,3 下村歯科医院 〒689-4201 0859-62-1718医療法人社団　下村歯下村　和也 平 3.10. 1歯   診療所
     西伯郡伯耆町溝口１７５ 常　勤:    1科医院　理事長　下村 その他 現存
     (歯       1)　和也 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  255153,035,8 Ｅ歯科クリニック 〒689-4121 0859-68-6001遠藤　茂雄 遠藤　茂雄 平17. 4. 1歯   歯外 小歯診療所
     西伯郡伯耆町大殿１０２０－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  256153,036,6 井上歯科クリニック 〒689-3553 0859-27-1234井上　晶文 井上　晶文 平19.11.20歯   小歯 診療所
     西伯郡日吉津村日吉津２１４４－常　勤:    1 新規 現存
     １ (歯       1) 平25.11.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  257153,037,4 明石歯科 〒689-3211 0859-54-2372明石　喬雄 明石　喬雄 平23. 1.24歯   小歯 歯外診療所
     西伯郡大山町御来屋１３３－７ 常　勤:    2 移動 現存
     (歯       2) 平29. 1.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  258163,004,2 安藤歯科医院 〒689-5131 0859-74-0300安藤　潤一郎 安藤　潤一郎 平15.12.18歯   診療所
     日野郡日野町黒坂１３９０ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平27.12.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  259163,027,3 入沢歯科医院 〒689-5211 0859-82-0419入澤　雄介 入澤　雄介 平26. 6. 1歯   診療所
     日野郡日南町生山６９０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  260163,029,9 おか歯科医院 〒689-4503 0859-77-0114岡　一行 岡　一行 平30. 4. 1歯   診療所
     日野郡日野町根雨４４８ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


