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    101-3026-6 松本歯科医院 〒690-0056 0852-25-1188松本　功 松本　功 昭42. 9. 1歯   診療所
     松江市雑賀町３１２ 常　勤:    1 新規 休止
     (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201-3047-2 足立歯科医院 〒690-0031 0852-25-5100足立　紀夫 足立　紀夫 昭51. 8. 6歯   診療所
     松江市山代町字長石４８６－４ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平24. 8. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    301-3053-0 恩田啓歯科医院 〒690-0001 0852-26-5808恩田　啓司 恩田　啓司 昭54. 5.15歯   診療所
     松江市東朝日町小浜２０９－７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 5.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    401-3054-8 河原歯科医院 〒690-0851 0852-26-5353河原　民宜 河原　民宜 昭55. 3.10歯   診療所
     松江市堂形町７４２ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28. 3.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    501-3057-1 森江歯科医院 〒690-0001 0852-26-7707森江　伸二 森江　伸二 昭55.12.13歯   診療所
     松江市東朝日町１４９－７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.12.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    601-3058-9 蒲池歯科医院 〒690-0862 0852-21-0703蒲池　世史郎 蒲池　世史郎 昭56. 9. 1歯   診療所
     松江市比津が丘４－２－２ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    701-3063-9 田中歯科医院 〒690-0815 0852-26-5290田中　政弘 田中　政弘 昭58. 3.15歯   診療所
     松江市西持田町３６２－１２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 3.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    801-3065-4 一般社団法人　島根県〒690-0884 0852-24-2725一般社団法人　島根県吉川　浩郎 昭58. 5.16歯   診療所
     歯科医師会　東部口腔松江市南田町１４１－９ 常　勤:    2歯科医師会　会長　渡 新規 現存
     保健センター (歯       2)邊　公人 平28. 5.16
     非常勤:   12
     (歯      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    901-3066-2 松江市立休日歯科応急〒690-0884 0852-27-7101松江市　松江市長　松野坂　裕 昭58. 7. 3歯   診療所
     診療所 松江市南田町１４１－９ 常　勤:    1浦　正敬 新規 現存
     (歯       1) 平28. 7. 3
     非常勤:   92
     (歯      92)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1001-3067-0 板倉歯科医院 〒690-0021 0852-27-3240板倉　茂行 板倉　茂行 昭58.11. 1歯   診療所
     松江市矢田町字堂ノ前３２－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.11. 1
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   1101-3074-6 入江歯科医院 〒690-0873 0852-27-5544入江　洋 入江　洋 昭61. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     松江市内中原町２０－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1201-3075-3 内田歯科医院 〒690-0823 0852-27-8899内田　朋良 内田　朋良 昭61. 6. 4歯   診療所
     松江市西川津町６６６－２ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28. 6. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1301-3076-1 古賀歯科医院 〒690-0044 0852-27-8110古賀　宏 古賀　宏 昭61. 7. 1歯   診療所
     松江市浜乃木２丁目１４番１８号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1401-3077-9 河津歯科 〒690-0044 0852-22-4839河津　研一 河津　研一 昭61. 7.18歯   診療所
     松江市浜乃木６丁目１７－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 7.18
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1501-3078-7 真理渡部歯科クリニッ〒690-0887 0852-23-4182吉岡　真理 吉岡　真理 昭62. 1.12歯   矯歯 小歯診療所
     ク 松江市殿町１１１センチュリービ常　勤:    1 新規 歯外 現存
     ル１Ｆ (歯       1) 平29. 1.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1601-3080-3 大町泰樹歯科医院 〒690-0035 0852-31-3990大町　泰樹 大町　泰樹 昭63. 6. 4歯   診療所
     松江市佐草町１９５－１ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平30. 6. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1701-3083-7 ケンゾー歯科医院酒井〒690-0015 0852-31-1800酒井　賢三 酒井　賢三 平元. 5.15歯   診療所
     松江市上乃木９丁目１２－２ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28. 5.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1801-3085-2 医療法人辻歯科医院 〒690-0884 0852-24-4582医療法人　 歯科医院辻　謙次 平 2. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     松江市南田町１４７－１ 常　勤:    3　理事長　辻　謙次 新規 歯外 現存
     (歯       3) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1901-3087-8 勝部歯科クリニック 〒690-0041 0852-23-8143勝部　亮 勝部　亮 平 2. 5. 8歯   診療所
     松江市幸町８２８－１４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 5. 8
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   2001-3089-4 医療法人松浦歯科医院〒690-0122 0852-36-7140医療法人松浦歯科医院松浦　良二 平 2.10. 1歯   歯外 小歯診療所
     松江市西浜佐陀町３８８ 常　勤:    1　理事長　松浦　良二 新規 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2101-3102-5 藤井歯科医院 〒690-0887 0852-21-2545藤井　孝明 藤井　孝明 平 3. 1. 4歯   診療所
     松江市殿町２４８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 1. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2201-3103-3 井村歯科クリニック 〒690-0045 0852-26-4182井村　秀樹 井村　秀樹 平 3.11. 1歯   診療所
     松江市乃白町字見堂４２０－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2301-3104-1 医療法人歯科恒松医院〒690-0011 0852-24-0201医療法人　歯科恒松医恒松　研二 平 3.12. 1歯   診療所
     松江市東津田町１１８１ 常　勤:    1院　理事長　恒松　研 新規 現存
     (歯       1)二 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2401-3105-8 安部歯科クリニック 〒690-0033 0852-31-7001安部　守 安部　守 平 4. 1. 2歯   小歯 診療所
     松江市大庭町１０４－１９ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 1. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2501-3106-6 医療法人ぐんじ歯科医〒690-0012 0852-27-8181医療法人　ぐんじ歯科郡司　位秀 平 4. 4. 1歯   診療所
     院 松江市古志原４－１９－１０ 常　勤:    2医院　理事長　郡司　 新規 現存
     (歯       2)位秀 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2601-3107-4 吉田歯科クリニック 〒690-0883 0852-23-0230吉田　浩紀 吉田　浩紀 平 4. 7. 1歯   診療所
     松江市北田町４１－１０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2701-3111-6 医療法人井上幸歯科医〒690-0877 0852-31-1180医療法人　井上幸歯科井上　幸夫 平 4.12. 1歯   診療所
     院 松江市春日町５７９－３ 常　勤:    2医院　理事長　井上　 新規 現存
     (歯       2)幸夫 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2801-3112-4 医療法人紙谷歯科医院〒690-0877 0852-25-1182医療法人　紙谷歯科医紙谷　武 平 5. 1. 1歯   診療所
     松江市春日町１８９－４ 常　勤:    2院　理事長　紙谷　武 新規 現存
     (歯       2) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2901-3113-2 医療法人多田歯科医院〒690-0871 0852-25-5515医療法人　多田歯科医多田　寛子 平 5. 2. 1歯   診療所
     松江市東奥谷町２４３－１０ 常　勤:    3院　理事長　多田　寛 新規 現存
     (歯       3)子 平29. 2. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   3001-3115-7 三原歯科クリニック 〒690-0822 0852-22-4182三原　和彦 三原　和彦 平 6. 4. 1歯   診療所
     松江市下東川津町２６－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3101-3117-3 医療法人大町歯科医院〒690-0041 0852-24-5678医療法人　大町歯科医大町　健介 平 6.11. 1歯   診療所
     松江市幸町８０３－３０ 常　勤:    3院　理事長　大町　健 新規 現存
     (歯       3)介 平24.11. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3201-3122-3 デンタルクリニック大〒690-0011 0852-29-0255大山　厚史 大山　厚史 平 8. 8. 2歯   診療所
     山 松江市東津田町１８８８－１８イ常　勤:    1 新規 現存
     ーストコート (歯       1) 平29. 8. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3301-3123-1 医療法人社団　江 歯〒690-1115 0852-34-0539医療法人社団　江 歯江 　保弘 平 8. 8. 1歯   小歯 診療所
     科医院 松江市邑生町６６７番地２ 常　勤:    1科医院　理事長　江 新規 現存
     (歯       1)　保弘 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3401-3125-6 しらつき歯科医院 〒690-0825 0852-27-7776白築　俊彦 白築　俊彦 平 8.10. 4歯   小歯 歯外診療所
     松江市学園一丁目１６番６３号 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29.10. 4
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3501-3127-2 末森歯科医院 〒690-0823 0852-55-2828末森　一彦 末森　一彦 平 9. 4. 9歯   診療所
     松江市西川津町２６９３－２２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 4. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3601-3128-0 医療法人　淡公会　浜〒690-0878 0852-24-2435医療法人　淡公会　理濵田　陽一郎 平 9. 8. 1歯外 小歯 歯  診療所
     田歯科医院 松江市砂子町２０１番地２ 常　勤:    1事長　濵田　陽一郎 組織変更 現存
     (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3701-3129-8 三原歯科医院 〒690-0846 0852-21-3072三原　理功 三原　理功 平 9. 8. 1歯   矯歯 診療所
     松江市末次町５０番地 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平24. 8. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3801-3131-4 ライオンデンタルクリ〒690-0012 0852-29-0118小村　晋之 小村　晋之 平10. 9. 1歯   小歯 診療所
     ニック 松江市古志原３丁目１８番１５号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   3901-3134-8 なかはた歯科医院 〒690-0842 0852-22-1754中畑　哲也 中畑　哲也 平11.10.19歯   小歯 診療所
     松江市東本町２丁目５９番地 常　勤:    2 移動 現存
     (歯       2) 平29.10.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4001-3136-3 松江生協歯科クリニッ〒690-0017 0852-26-0444松江保健生活協同組合菅野　磨以子 平12. 3.21歯   歯外 矯歯診療所
     ク 松江市西津田七丁目１４番２１号常　勤:    4　理事長　大田　誠 移動 小歯 現存
     (歯       4) 平30. 3.21
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4101-3140-5 青戸歯科医院 〒690-0888 0852-21-3868青戸　弘陽 青戸　弘陽 平13. 7. 1歯   診療所
     松江市北堀町２２５ 常　勤:    2 移動 現存
     (歯       2) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4201-3141-3 金森歯科医院 〒690-0054 0852-21-6553医療法人社団　金森歯金森　伸一 平14. 5. 1歯   診療所
     松江市新雑賀町３－１５ 常　勤:    3科医院　理事長　金森 組織変更 現存
     (歯       3)　一渓 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4301-3143-9 さいとう歯科 〒690-0261 0852-88-2601斉藤　尊美 斉藤　尊美 平14. 9. 6歯   診療所
     松江市秋鹿町３２０１－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 9. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4401-3145-4 片岡歯科医院 〒690-0825 0852-20-6678片岡　聡 片岡　聡 平16. 4. 8歯   矯歯 小歯診療所
     松江市学園１丁目４番４３号 常　勤:    4 新規 歯外 現存
     (歯       4) 平28. 4. 8
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4501-3147-0 のつ歯科 〒690-0058 0852-60-1182野津　慶太 野津　慶太 平16.10.16歯   診療所
     松江市田和山町１４７－４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.10.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4601-3148-8 水野歯科クリニック 〒690-0887 0852-24-3183水野　博之 水野　博之 平17. 4. 1歯   歯外 診療所
     松江市殿町３２ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4701-3152-0 やまうち歯科 〒690-0882 0852-25-7049山内　順 山内　順 平17.10.26歯   矯歯 小歯診療所
     松江市大輪町３９３－１５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.10.26
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   4801-3153-8 八束歯科クリニック 〒690-1404 0852-76-3666足立　健次 足立　健次 平18. 4. 1歯   小歯 診療所
     松江市八束町波入１５２３ー３ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4901-3154-6 医療法人スマイルライ〒690-0823 0852-20-6810医療法人スマイルライ松本　健太郎 平18. 5.23歯   小歯 診療所
     ン　松本歯科医院 松江市西川津町４２８２番地１ 常　勤:    1ン　理事長　松本　健 移動 現存
     (歯       1)太郎 平30. 5.23
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5001-3155-3 医療法人かわはら矯正〒690-0001 0852-28-3451医療法人かわはら矯正河原　茂 平18. 6. 2歯   矯歯 小歯診療所
     歯科・小児歯科 松江市東朝日町１４５番地 常　勤:    2歯科・小児歯科　理事 移動 現存
     (歯       2)長　河原　茂 平30. 6. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5101-3157-9 おすか歯科医院 〒690-0876 0852-28-5858小須賀　知顕 小須賀　知顕 平18. 7.19歯   矯歯 小歯診療所
     松江市黒田町深坪２３－４ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平30. 7.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5201-3159-5 そのだ歯科クリニック〒690-0046 0852-61-3388園田　真之 園田　真之 平19. 4.16歯   小歯 歯外診療所
     松江市乃木福富町３０１－４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 4.16
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5301-3160-3 しかた矯正・小児・歯〒690-0065 0852-21-4632四方　雄一郎 四方　雄一郎 平20. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     科医院 松江市灘町１－９ 常　勤:    2 新規 歯外 現存
     (歯       2) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5401-3161-1 上田歯科医院 〒690-0887 0852-21-2798上田　雅康 上田　雅康 平20. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     松江市殿町１０２ 常　勤:    2 移動 現存
     (歯       2) 平26. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5501-3162-9 くるみ歯科医院 〒690-0835 0852-61-6263多田　聡 多田　聡 平20. 9. 1歯   矯歯 小歯診療所
     松江市西尾町１－１１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5601-3163-7 あま歯科クリニック 〒699-0406 0852-66-7278尼ヶ崎　知也 尼ヶ崎　知也 平20. 8.29歯   矯歯 小歯診療所
     松江市宍道町佐々布２０８－３５常　勤:    1 新規 歯外 現存
     　ショッピングスクエアベル内 (歯       1) 平26. 8.29
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   5701-3165-2 ワタナベ歯科 〒690-0036 0852-33-9003渡邊　和寛 渡邊　和寛 平22. 7. 1歯   診療所
     松江市東忌部町６４５－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5801-3166-0 ひとみ歯科 〒690-0065 0852-21-2860人見　晴正 人見　晴正 平23. 4. 1歯   診療所
     松江市灘町１３－１ 常　勤:    2 移動 現存
     (歯       2) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5901-3167-8 みやび歯科 〒690-0001 0852-25-0382内田　雅子 内田　雅子 平24. 9. 3歯   小歯 歯外診療所
     松江市東朝日町宮ノ沖１３３‐４常　勤:    1 新規 現存
     　マルカビル２Ｆ (歯       1) 平24. 9. 3
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6001-3168-6 神庭歯科医院 〒690-0015 0852-67-5555神庭　光司 神庭　光司 平24.11. 1歯   矯歯 小歯診療所
     松江市上乃木７‐６‐５ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6101-3169-4 渡辺歯科医院 〒690-0015 0852-26-5677渡邊　公人 渡邊　公人 平25. 4. 1歯   診療所
     松江市上乃木４丁目１１番１９号常　勤:    1 組織変更 現存
     (歯       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6201-3170-2 ほほえみ歯科 〒690-0823 0852-67-1473田窪　久子 田窪　久子 平25. 7. 1歯   診療所
     松江市西川津町４９１‐１１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6301-3171-0 吉川歯科クリニック 〒690-0012 0852-25-9208吉川　浩郎 吉川　浩郎 平26. 4. 1歯   小歯 診療所
     松江市古志原２－２２－３２ 常　勤:    2 移動 現存
     (歯       2) 平26. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6401-3172-8 清水歯科 〒690-0047 0852-33-7833清水　崇史 清水　崇史 平26. 8. 1歯   診療所
     松江市嫁島町１５－２０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6501-3173-6 ひらもと歯科 〒690-0015 0852-28-1082平元　芳哉 平元　芳哉 平26.11. 7歯   小歯 診療所
     松江市上乃木４－２０－２３ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平26.11. 7
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   6601-3175-1 たけ歯科クリニック 〒690-0826 0852-67-6271佐々木　岳文 佐々木　岳文 平27. 4. 1歯   診療所
     松江市学園南２丁目３－４４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6701-3176-9 山本歯科クリニック 〒690-0884 0852-67-1841山本　悦子 山本　悦子 平27. 7. 1歯   小歯 診療所
     松江市南田町９３－４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6801-3177-7 としひろ歯科 〒699-0101 0852-67-5523利弘　陽子 利弘　陽子 平27. 7. 1歯   歯外 診療所
     松江市東出雲町揖屋２２２７－１常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6901-3178-5 えみ歯科クリニック 〒690-0033 0852-67-6805藤原　江美 藤原　江美 平27.10. 4歯   小歯 歯外診療所
     松江市大庭町１８１３－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27.10. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7001-3179-3 けやき通り歯科クリニ〒690-0044 0852-26-8020土田　潤一郎 土田　潤一郎 平28. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     ック 松江市浜乃木６－１－３６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7101-3180-1 高木歯科医院 〒699-0101 0852-52-2220清水　潤 清水　潤 平28. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     松江市東出雲町揖屋１２２８－３常　勤:    3 交代 現存
     (歯       3) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7201-3181-9 医療法人スマイルライ〒690-0823 0852-67-2030医療法人スマイルライ松本　龍介 平29.10. 1矯歯 診療所
     ン　りゅう矯正歯科ク松江市西川津町４２８２番地１ 常　勤:    2ン　理事長　松本　健 新規 現存
     リニック (歯       2)太郎 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7301-3182-7 いしいデンタルクリニ〒690-0033 0852-61-1414医療法人つわぶき　理石井　淳也 平29.10. 1歯   診療所
     ック 松江市大庭町１８０２番地３ 常　勤:    1事長　石井　尚吾 新規 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7401-3183-5 なかもと歯科・矯正歯〒690-0023 0852-67-2518中本　紀道 中本　紀道 平30. 4. 1歯   歯外 矯歯診療所
     科 松江市竹矢町字原前１７６１ 常　勤:    2 新規 小歯 現存
     (歯       2) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7502-3008-2 仲佐歯科医院 〒692-0011 0854-22-1515仲佐　善昭 仲佐　善昭 昭57. 9. 6歯   診療所
     安来市安来町１６２４ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平24. 9. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7602-3016-5 医療法人社団清永会長〒692-0022 0854-23-2146医療法人社団　清永会長谷川　清治 平元. 8. 1歯   矯歯 小歯診療所
     谷川歯科診療所 安来市南十神町２７ 常　勤:    1　理事長　長谷川　清 新規 現存
     (歯       1)治 平28. 8. 1
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   7702-3021-5 長谷川歯科医院 〒692-0011 0854-22-2508医療法人社団　公正会長谷川　智治 平10. 2. 1歯   診療所
     安来市安来町１１３０－１１番地常　勤:    1　理事長　長谷川　智 移動 現存
     (歯       1)治 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7802-3022-3 医療法人吉田歯科クリ〒692-0014 0854-23-1323医療法人　吉田歯科ク吉田　敬 平13. 9. 4歯   診療所
     ニック 安来市飯島町４０９－１ 常　勤:    1リニック　理事長　吉 移動 現存
     (歯       1)田　敬 平25. 9. 4
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7902-3024-9 吉田歯科医院 〒692-0011 0854-22-2126医療法人社団　吉恵会吉田　達彦 平16. 4. 1歯   矯歯 歯外診療所
     安来市安来町１９０１番地１ 常　勤:    2　理事長　吉田　達彦 移動 現存
     (歯       2) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8002-3025-6 島田歯科クリニック 〒692-0011 0854-23-0823医療法人　島田歯科ク島田　二郎 平23. 3. 1歯   診療所
     安来市安来町１２２５番地１ 常　勤:    2リニック　理事長　島 組織変更 現存
     (歯       2)田　二郎 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8103-3008-0 わかば歯科医院 〒691-0001 0853-63-1310内田　和男 内田　和男 昭58. 5.14歯   小歯 診療所
     出雲市平田町２２６０番地２０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 5.14
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8203-3010-6 郷原歯科医院 〒691-0001 0853-63-4182郷原　加津馬 郷原　加津馬 昭59. 6.26歯   小歯 診療所
     出雲市平田町５３４５－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 6.26
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8303-3011-4 島田歯科医院 〒691-0001 0853-63-4660内田　真由美 内田　真由美 昭62. 7. 1歯   小歯 診療所
     出雲市平田町９０３－１３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8403-3012-2 松本歯科医院 〒691-0031 0853-63-4777松本　文夫 松本　文夫 昭62.10.16歯   診療所
     出雲市東福町明川３３－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.10.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   8503-3014-8 医療法人歯科恒松医院〒691-0001 0853-63-2405医療法人　歯科恒松医恒松　克己 平元. 9. 1歯   歯外 診療所
     出雲市平田町２２６０－３３ 常　勤:    4院　理事長　恒松　克 新規 現存
     (歯       4)己 平28. 9. 1
     非常勤:    5
     (歯       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8603-3016-3 どうぜん歯科医院 〒691-0001 0853-62-9188道前　利行 道前　利行 平11.12. 1歯   矯歯 小歯診療所
     出雲市平田町７７０５ 常　勤:    1 移動 歯外 現存
     (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8703-3017-1 医療法人政信会　そう〒691-0001 0853-63-0888医療法人政信会　理事宋本　政文 平12. 1. 1歯   小歯 診療所
     歯科医院 出雲市平田町１６３０ 常　勤:    2長　宋本　政文 移動 現存
     (歯       2) 平30. 1. 1
     非常勤:    6
     (歯       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8803-3019-7 みやび歯科 〒691-0002 0853-63-3477医療法人　和　理事長井上　敏 平15. 1.20歯   診療所
     出雲市西平田町９２番地１　９２常　勤:    1　井上　敏 移動 現存
     番地２ (歯       1) 平27. 1.20
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8904-3017-9 園山歯科医院 〒693-0001 0853-21-1385園山　安隆 園山　安隆 昭45. 7. 1歯   診療所
     出雲市今市町２６５の７ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平30. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9004-3026-0 田中歯科医院 〒693-0011 0853-22-6679田中　敎晃 田中　教晃 昭52. 4. 1歯   診療所
     出雲市大津町６２６－４ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9104-3028-6 倉塚歯科医院 〒693-0021 0853-22-7302倉塚　保 倉塚　保 昭56. 9. 1歯   診療所
     出雲市塩冶町２０７６ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9204-3029-4 塩冶歯科診療所 〒693-0023 0853-23-3205医療法人社団島根勤労庄司　聖 昭54. 7.25歯   矯歯 小歯診療所
     出雲市塩冶有原町４－７９ 常　勤:    2者医療協会　理事長　 新規 現存
     (歯       2)庄司　聖 平30. 7.25
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9304-3031-0 オガワ歯科医院 〒693-0001 0853-23-5590小川　哲治 小川　哲治 昭55. 9. 2歯   矯歯 小歯診療所
     出雲市今市町８４２－４０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 9. 2
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   9404-3032-8 歯科恒松医院 〒693-0002 0853-23-6680恒松　澄夫 恒松　澄夫 昭56. 1.13歯   診療所
     出雲市今市町北本町４丁目４－９常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 1.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9504-3034-4 兒玉歯科医院 〒693-0031 0853-21-1998兒玉　明彦 兒玉　明彦 昭57. 4. 1歯   診療所
     出雲市古志町８７６－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9604-3037-7 さいとう歯科医院 〒693-0024 0853-22-4180齋藤　誠 齋藤　誠 昭60. 4. 1歯   診療所
     出雲市塩冶神前６丁目４番９号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9704-3040-1 医療法人政信会おやま〒693-0051 0853-22-6480医療法人　政信会　理中村　保弘 平元. 8. 1歯   小歯 診療所
     歯科医院 出雲市小山町１４２－３ 常　勤:    1事長　宋本　政文 新規 現存
     (歯       1) 平28. 8. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9804-3041-9 医療法人社団藤成会ふ〒693-0052 0853-21-0297医療法人社団　藤成会藤江　徹 平元. 8. 1歯   矯歯 診療所
     じえ歯科矯正歯科クリ出雲市松寄下町７１３ 常　勤:    2　理事長　藤江　徹 新規 現存
     ニック (歯       2) 平28. 8. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9904-3043-5 医療法人良心会樋野歯〒693-0012 0853-22-0331医療法人良心会　樋野樋野　良文 平元.11. 1歯   診療所
     科医院 出雲市大津新崎町１丁目４６－７常　勤:    1歯科医院　理事長　樋 新規 現存
     (歯       1)野　良文 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10004-3044-3 医療法人　塩冶川田歯〒693-0021 0853-23-3133医療法人　塩冶川田歯川田　実 平元.11. 1歯   診療所
     科医院 出雲市塩冶町７６６－５ 常　勤:    1科医院　理事長　川田 新規 現存
     (歯       1)　実 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10104-3046-8 医療法人かわと歯科　〒693-0071 0853-24-2228医療法人かわと歯科　井原　大輔 平 3. 9. 1歯   診療所
     かわと歯科医院 出雲市稲岡町３３－７ 常　勤:    1理事長　井原　俊彦 新規 現存
     (歯       1) 平24. 9. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10204-3047-6 かとう歯科クリニック〒693-0071 0853-25-1520加藤　伸次 加藤　伸次 平 4. 4.20歯   診療所
     出雲市稲岡町１８－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4.20
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  10304-3049-2 医療法人　中澤歯科医〒693-0063 0853-24-2020医療法人中澤歯科医院中澤　和志 平 6. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     院 出雲市大塚町７８２－４ 常　勤:    1　理事長　中澤　和志 新規 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10404-3050-0 田原歯科医院 〒693-0033 0853-21-8270田原　清隆 田原　清隆 平 7. 2. 6歯   矯歯 小歯診療所
     出雲市知井宮町鎌刈１２８１－２常　勤:    2 新規 歯外 現存
     (歯       2) 平28. 2. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10504-3053-4 ママレイド歯科 〒693-0006 0853-23-1184小池　浩 小池　良枝 平 7.10.16歯   小歯 矯歯診療所
     出雲市白枝町１１９６－５ 常　勤:    2 新規 歯外 現存
     (歯       2) 平28.10.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10604-3054-2 福間歯科医院 〒693-0011 0853-21-1740福間　章吾 福間　章吾 平 7.11. 2歯   小歯 診療所
     出雲市大津町１１０５－１８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.11. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10704-3055-9 えのもと歯科 〒693-0034 0853-23-3455榎本　正美 榎本　正美 平 8. 7.12歯   矯歯 小歯診療所
     出雲市神門町１３８８－４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 7.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10804-3056-7 いとう歯科クリニック〒693-0021 0853-25-0418伊藤　直子 伊藤　直子 平 9. 4.21歯   小歯 矯歯診療所
     出雲市塩冶町１０１１－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 4.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10904-3058-3 矢野歯科医院 〒693-0066 0853-21-0402矢野　達夫 矢野　達夫 平11. 3. 1歯   矯歯 小歯診療所
     出雲市高岡町５００－２ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11004-3062-5 こう歯科医院 〒693-0054 0853-24-8839洪　大造 洪　大造 平14. 7.24歯   小歯 診療所
     出雲市浜町字若宮３４０－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 7.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11104-3068-2 ふじえ歯科医院 〒693-0012 0853-22-7080藤江　明彦 藤江　明彦 平19. 3.18歯   診療所
     出雲市大津新崎町５－７４ 常　勤:    1 その他 現存
     (歯       1) 平25. 3.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11204-3070-8 めぐみ歯科 〒693-0015 0853-24-4182園山　学 園山　学 平17. 4.18歯   診療所
     出雲市大津朝倉１－１４－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 4.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  11304-3071-6 みしま歯科医院 〒693-0051 0853-21-6293三島　信好 三島　信好 平19. 9.25歯   矯歯 小歯診療所
     出雲市小山町２９６－５ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平25. 9.25
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11404-3072-4 医療法人　あい歯科ク〒693-0058 0853-24-8020医療法人　あい歯科ク田部　眞治 平21. 1. 5歯   矯歯 小歯診療所
     リニック 出雲市矢野町１６０番地１ 常　勤:    2リニック　理事長　田 組織変更 現存
     (歯       2)部　眞治 平27. 1. 5
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11504-3073-2 佐和歯科医院 〒693-0011 0853-21-1060嘉藤　泉美 嘉藤　泉美 平22.12. 1歯   診療所
     出雲市大津町字向薬師２０９８－常　勤:    1 移動 現存
     ９ (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11604-3074-0 ひらた歯科クリニック〒693-0006 0853-23-8888比良田　智慎 比良田　智慎 平25.10. 2歯   矯歯 小歯診療所
     出雲市白枝町５６０－１ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平25.10. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11704-3075-7 出雲おおさわ矯正歯科〒693-0001 0853-22-0418医療法人社団　優仁会大澤　雅樹 平26. 6. 2歯   矯歯 診療所
     出雲市今市町２０６５番地パルメ常　勤:    1　理事長　大澤　雅樹 新規 現存
     イト出雲２Ｆ (歯       1) 平26. 6. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11804-3076-5 いずも歯科クリニック〒693-0068 0853-31-4618難波　照啓 難波　照啓 平26.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     出雲市姫原２－８－１１ 常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平26.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11904-3077-3 はやし歯科クリニック〒693-0011 0853-23-8214林　訓史 林　訓史 平27.11.25歯   小歯 歯外診療所
     出雲市大津町１６５２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27.11.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12004-3078-1 角歯科医院 〒699-0701 0853-53-2032角　篤 角　篤 平28. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     出雲市大社町杵築東４９１ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12104-3079-9 ひで歯科医院 〒693-0008 0853-20-8870吉村　友秀 吉村　友秀 平28. 5. 6歯   歯外 診療所
     出雲市駅南町１－９－３ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平28. 5. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  12204-3080-7 クローバー歯科 〒693-0004 0853-25-9386園山　壽恵 園山　壽恵 平28. 5. 1歯   診療所
     出雲市渡橋町１０６６　イオンモ常　勤:    1 新規 現存
     ール出雲１階 (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12304-3081-5 山本歯科医院 〒693-0032 0853-22-1405山本　尚彦 山本　尚彦 平28. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     出雲市下古志町７００－５ 常　勤:    2 交代 歯外 現存
     (歯       2) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12404-3082-3 高橋歯科医院 〒699-0701 0853-53-2284高橋　文夫 高橋　文夫 平28.10. 1歯   診療所
     出雲市大社町杵築東３９９ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12504-3083-1 いしだ矯正・こども歯〒693-0061 0853-25-8686石多　克行 石多　克行 平28.11. 9矯歯 小歯 診療所
     科 出雲市姫原町１２９番１ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28.11. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12604-3084-9 中村歯科医院 〒693-0002 0853-22-0421医療法人社団中村歯科中村　元祐 平29. 4. 1歯   小歯 診療所
     出雲市今市町北本町１－７－１５常　勤:    1医院　理事長　中村　 交代 現存
     (歯       1)元祐 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12704-3085-6 医療法人宝歯会　出雲〒693-0063 0853-25-8149医療法人宝歯会　かじ松尾　悠介 平29.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     スマイル歯科小児歯科出雲市大塚町６５０－１ 常　勤:    2わら歯科医院　理事長 新規 矯歯 現存
     医院 (歯       2)　梶原　浩喜 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12805-3018-4 石田歯科医院 〒694-0064 0854-82-0705石田　清士 石田　清士 昭61. 4. 1歯   診療所
     大田市大田町大田イ４４９－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12905-3022-6 医療法人社団優仁会　〒694-0052 0854-82-8905医療法人社団　優仁会大澤　優彦 平元. 9. 1歯   診療所
     大澤歯科医院 大田市久手町刺鹿２４１８ 常　勤:    1　理事長　大澤　雅樹 新規 現存
     (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13005-3023-4 医療法人藤心会フジタ〒694-0041 08548-2-6050医療法人藤心会　理事藤田　苗実 平 2.10. 1歯   診療所
     歯科 大田市長久町長久ロ２６７－３ 常　勤:    1長　藤田　苗実 新規 休止
     (歯       1) 平29.10. 1
     非常勤:    9
     (歯       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13105-3024-2 医療法人真施会秦歯科〒694-0064 08548-2-3811医療法人真施会　理事秦　紀一郎 平 2.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     医院 大田市大田町大田ハ１００－４ 常　勤:    1長　秦　紀一郎 新規 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  13205-3026-7 西村歯科医院 〒699-2211 0854-85-8621高橋　敬子 高橋　敬子 平 8. 1. 6歯   診療所
     大田市波根町１３４１－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 1. 6
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13305-3027-5 楫野歯科医院 〒694-0064 0854-82-0714楫野　芙美子 楫野　芙美子 平 8. 5.20歯   診療所
     大田市大田町大田ロ３３５－乙 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29. 5.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13405-3028-3 ニコライ歯科医院 〒694-0064 08548-2-3322医療法人社団ニコライ石原　一徳 平13. 5.15歯   診療所
     大田市大田町大田イ１９３番地１常　勤:    1歯科医院　理事長　石 移動 現存
     (歯       1)原　一徳 平25. 5.15
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13505-3029-1 もりわき歯科クリニッ〒694-0064 0854-84-8020森脇　真樹 森脇　真樹 平15. 7.25歯   小歯 診療所
     ク 大田市大田町大田字松ノ前イ２４常　勤:    1 新規 現存
     ４番地２ (歯       1) 平27. 7.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13605-3031-7 医療法人　おごし歯科〒694-0052 0854-82-0520医療法人　おごし歯科生越　浩司 平17. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     医院 大田市久手町刺鹿７０８番地４ 常　勤:    1医院　理事長　生越　 組織変更 現存
     (歯       1)浩司 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13705-3033-3 医療法人大浜屋会デン〒694-0064 0854-84-0321医療法人大浜屋会　理深石　直美 平19. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     タル・アート・クリニ大田市大田町大田ロ９７９番地１常　勤:    1事長　深石　直美 新規 現存
     ック (歯       1) 平25. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13805-3034-1 あおば歯科医院 〒694-0063 0854-86-7717石田　十悟 石田　十悟 平20.12. 1歯   小歯 診療所
     大田市大田町吉永字柳ヶ坪１５５常　勤:    1 新規 現存
     １番１ (歯       1) 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13905-3035-8 中村歯科クリニック 〒694-0041 0854-82-1182中村　英典 中村　英典 平24. 5. 1歯   診療所
     大田市長久町長久イ２８１－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14005-3036-6 景山デンタルクリニッ〒694-0064 景山　景 景山　景 平25.10. 1歯   診療所
     ク 大田市大田町大田イ６３６－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  14105-3037-4 大庭歯科医院 〒694-0431 0854-85-2700大庭　雅司 大庭　雅司 平26.11. 1歯   小歯 診療所
     大田市祖式町１０８２－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14206-3017-4 多田歯科医院 〒695-0021 0855-53-0736多田　雅宣 多田　雅宣 昭58.10. 1歯   診療所
     江津市都野津町２２８３－４ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14306-3023-2 佐々木歯科医院 〒695-0017 0855-52-0811佐々木　康介 佐々木　康介 平元. 8.21歯   診療所
     江津市和木町６０６－２４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 8.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14406-3025-7 平下歯科医院 〒695-0011 0855-52-2149平下　秀人 平下　秀人 平 5. 7. 1歯   診療所
     江津市江津町８０９－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14506-3027-3 菅田歯科医院 〒695-0021 0855-53-0150菅田　整 菅田　整 平14. 1. 1歯   診療所
     江津市都野津町２３６５－１ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14606-3028-1 ふじい歯科クリニック〒699-3162 0855-53-4366藤井　雅彦 藤井　雅彦 平14. 3. 6歯   診療所
     江津市敬川町１１８１－１６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 3. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14706-3029-9 桜江歯科医院 〒699-4226 0855-92-8282原田　和典 原田　和典 平18. 7. 1歯   小歯 診療所
     江津市桜江町川戸１０２－５ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平30. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14806-3030-7 永井歯科医院 〒695-0016 0855-52-0123永井　健夫 永井　健夫 平27. 8. 1歯   小歯 歯外診療所
     江津市嘉久志町イ１２９９－１ 常　勤:    3 移動 現存
     (歯       3) 平27. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14907-3027-1 一般社団法人島根県歯〒697-0004 0855-28-1960一般社団法人　島根県藤井　雅彦 昭57. 1.27歯   診療所
     科医師会　西部口腔保浜田市久代町１－８ 常　勤:    1歯科医師会　会長　渡 新規 現存
     健センター (歯       1)邊　公人 平29. 1.27
     非常勤:    7
     (歯       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15007-3029-7 草野歯科医院 〒697-0034 0855-22-0181草野　和茂 草野　和茂 昭58. 9. 5歯   診療所
     浜田市相生町３７７４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 9. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  15107-3037-0 岡本歯科 〒697-0026 0855-22-1440岡本　正文 岡本　正文 平元.11. 1歯   診療所
     浜田市田町１４７０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15207-3038-8 長野歯科医院 〒697-0062 0855-27-0585長野　悦郎 長野　悦郎 平元.12.15歯   診療所
     浜田市熱田町７９６－４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.12.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15307-3039-6 小松原歯科医院 〒697-0023 0855-22-0155小松原　基 小松原　基 平 2. 8.13歯   診療所
     浜田市長沢町３１１２－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 8.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15407-3040-4 青笹歯科医院 〒697-0033 0855-23-0641青笹　之夫 青笹　之夫 平 5. 4.12歯   診療所
     浜田市朝日町７－１２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 4.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15507-3041-2 医療法人健歯会浜田中〒697-0037 0855-22-1223医療法人健歯会　理事中島　俊昭 平 5. 4. 1歯   診療所
     島歯科医院 浜田市新町１７－１ 常　勤:    1長　藤井　献久 新規 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15607-3042-0 ながうら歯科 〒697-0041 0855-23-0880長浦　紀江 長浦　紀江 平 5. 5.10歯   診療所
     浜田市片庭町９０－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 5.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15707-3044-6 医療法人　梶原歯科医〒697-0033 0855-22-0662医療法人梶原歯科医院梶原　政宏 平 5.11. 1歯   診療所
     院 浜田市朝日町５３－１ 常　勤:    2　理事長　梶原　政宏 新規 現存
     (歯       2) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15807-3045-3 杉本歯科医院 〒697-0003 0855-28-3311杉本　哲司 杉本　哲司 平 7. 6.22歯   診療所
     浜田市国分町２３０４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 6.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15907-3046-1 こんどう歯科医院 〒697-1326 0855-24-7373近藤　智義 近藤　智義 平12. 4. 7歯   小歯 歯外診療所
     浜田市治和町イ８９－７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 4. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16007-3048-7 石橋歯科医院 〒697-0045 0855-22-0143石橋　隆平 石橋　隆平 平15. 1. 1歯   歯外 診療所
     浜田市京町２７ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16107-3050-3 西島歯科医院 〒697-0045 0855-22-1548西島　哲 西島　哲 平15.11.21歯   診療所
     浜田市京町３６－２ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平27.11.21
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  16207-3053-7 スマイル歯科 〒697-1321 0855-26-0037原田　隆文 原田　隆文 平19.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     浜田市周布町ロ３７７－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25.11. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16307-3056-0 みやもと歯科医院 〒697-0037 0855-22-0960宮本　康一郎 宮本　康一郎 平22. 2.22歯   小歯 診療所
     浜田市新町１－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 2.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16407-3057-8 かずあきデンタルクリ〒697-0023 0855-22-2719医療法人社団ななづき山根　一聡 平22. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     ニック 浜田市長沢町１１８番地８ 常　勤:    1オフィス　理事長　山 組織変更 歯外 現存
     (歯       1)根　一聡 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16507-3058-6 たけはら歯科クリニッ〒697-0034 0855-23-3698竹原　茂央 竹原　茂央 平23. 5. 4歯   小歯 診療所
     ク 浜田市相生町４２１５ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平29. 5. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16607-3059-4 竹田歯科医院 〒697-1321 0855-27-1032竹田　岳史 竹田　岳史 平24. 5.14歯   矯歯 小歯診療所
     浜田市周布町イ４３４－１ 常　勤:    1 交代 歯外 現存
     (歯       1) 平30. 5.14
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16707-3060-2 ひまわり歯科 〒697-0003 0855-28-1742岡本　康宏 岡本　康宏 平25. 4. 1歯   歯外 診療所
     浜田市国分町１９８１－１３０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16807-3061-0 ますたに歯科クリニッ〒697-0052 0855-23-6480舛谷　亘 舛谷　亘 平25. 6. 1歯   矯歯 小歯診療所
     ク 浜田市港町２６７－３ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16907-3062-8 遠藤歯科医院 〒697-0023 0855-23-5690遠藤　聡 遠藤　聡 平29.10. 1歯   診療所
     浜田市長沢町５５４－４ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17007-3063-6 医療法人口福会　パー〒697-0024 0855-23-3988医療法人口福会　パー佐々木　良二 平29.11. 1歯   診療所
     ル歯科 浜田市黒川町４２２９－３ 常　勤:    2ル歯科　理事長　佐々 組織変更 現存
     (歯       2)木　良二 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17107-3064-4 山根歯科医院 〒699-3211 0855-32-0145山根　修太郎 山根　修太郎 平30. 1. 1歯   診療所
     浜田市三隅町三隅１３２５－１ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平30. 1. 1
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  17208-3010-5 斎藤歯科医院 〒698-0024 0856-22-1755斎藤　隆三 斎藤　隆三 昭42. 1.10歯   診療所
     益田市駅前町３１－１９ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 1.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17308-3023-8 あけぼの歯科医院 〒698-0026 0856-23-4626大畑　豊 大畑　豊 昭54.10. 1歯   診療所
     益田市あけぼの本町３－１４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17408-3025-3 斉藤歯科医院 〒699-5132 0856-25-1513斉藤　茂久 斉藤　茂久 昭56.10. 1歯   診療所
     益田市横田町４２６－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17508-3027-9 斉藤歯科医院 〒698-0024 0856-22-0379斉藤　博 斉藤　博 昭57. 7. 1歯   診療所
     益田市駅前町９－１８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17608-3028-7 大庭歯科医院 〒698-0036 0856-23-6222大庭　康裕 大庭　康裕 昭60. 3.20歯   診療所
     益田市須子町２０－３８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 3.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17708-3030-3 中島歯科医院 〒698-0041 0856-23-7418中島　謙二 中島　謙二 昭62.11. 2歯   診療所
     益田市高津五丁目１４番２４号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.11. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17808-3031-1 安村歯科医院 〒698-0002 0856-23-7717安村　博 安村　博 昭63. 6.15歯   小歯 診療所
     益田市下本郷町１７７－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 6.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17908-3032-9 医療法人河広会河野歯〒698-0021 0856-22-1067医療法人河広会　理事河野　廣幸 平 2. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     科 益田市幸町１番３号 常　勤:    1長　河野　廣幸 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18008-3033-7 医療法人社団大森歯科〒698-0003 0856-23-1997医療法人社団大森歯科大森　学 平 2. 8. 1歯   矯歯 診療所
     医院 益田市乙吉町イ８９－１０ 常　勤:    1医院　理事長　大森　 新規 現存
     (歯       1)学 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18108-3034-5 万葉歯科医院 〒698-0041 0856-24-2500大森　浩 大森　浩 平 3. 4. 1歯   診療所
     益田市高津一丁目３７番２４号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  18208-3035-2 ことぶき歯科医院 〒698-0021 0856-24-0770齋藤　寿章 齋藤　寿章 平 3. 5. 8歯   歯外 診療所
     益田市幸町４－７１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 5. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18308-3036-0 大同歯科医院 〒698-0021 0856-23-0167齊藤　正臣 齊藤　正臣 平 4. 4. 1歯   診療所
     益田市幸町３－３７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18408-3037-8 伊東歯科医院益田診療〒698-0022 0856-22-8150医療法人歯徳会　理事伊東　康紀 平 6. 6. 1歯   矯歯 診療所
     所 益田市有明町１番２１号 常　勤:    1長　伊東　康紀 新規 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18508-3039-4 みゆき歯科 〒698-0011 0856-31-2272納富　幸 納富　幸 平13. 4. 2歯   小歯 歯外診療所
     益田市染羽町４－３５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 4. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18608-3040-2 医療法人　しらがみ歯〒698-0001 0856-31-0202医療法人　しらがみ歯白上　憲和 平15. 5. 1歯   矯歯 歯外診療所
     科 益田市久城町９１１－２ 常　勤:    1科　理事長　白上　憲 組織変更 現存
     (歯       1)和 平27. 5. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18708-3041-0 医療法人良歯会椋歯科〒698-0024 0856-22-2210医療法人　良歯会　理椋　良昭 平16. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     益田市駅前町５番１１号 常　勤:    1事長　椋　良昭 組織変更 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18808-3043-6 美都歯科診療所 〒698-0203 0856-52-2544西　一也 西　一也 平17. 4. 1歯   診療所
     益田市美都町都茂１１６５－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18908-3044-4 歯科領家医院 〒698-0024 0856-22-0473領家　一如 領家　一如 平17. 4. 1歯   診療所
     益田市駅前町１５－７ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19008-3045-1 医療法人　良歯会　歯〒698-0041 0856-24-2266医療法人　良歯会　理椋　秀雄 平17. 9.13歯   矯歯 小歯診療所
     科緑ヶ丘クリニック 益田市高津６丁目１６－３０ 常　勤:    1事長　椋　良昭 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9.13
     非常勤:    1
     (歯       1)
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  19108-3052-7 こころ歯科 〒699-3676 0856-27-0939原田　エミ 原田　エミ 平23. 3. 2歯   診療所
     益田市遠田町３２６－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 3. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19208-3054-3 おむら歯科医院 〒698-0024 0856-22-5120小村　尚徳 小村　尚徳 平23. 5. 2歯   小歯 診療所
     益田市駅前町３１－２４ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平29. 5. 2
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19308-3055-0 大畑歯科医院 〒698-0025 0856-23-2755黒田　愛子 黒田　愛子 平25. 2. 4歯   診療所
     益田市あけぼの西町１２－１ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平25. 2. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19408-3056-8 澄川歯科医院 〒698-0212 0856-52-7118医療法人　里山会　理澄川　裕之 平27. 3. 1歯   診療所
     益田市美都町仙道９１１－１ 常　勤:    1事長　澄川　裕之 組織変更 現存
     (歯       1) 平27. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19508-3057-6 匹見歯科診療所 〒698-1211 0856-56-0202医療法人　里山会　理澄川　裕之 平27. 3. 1歯   診療所
     益田市匹見町匹見イ１１６６ 常　勤:    1事長　澄川　裕之 組織変更 現存
     (歯       1) 平27. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19608-3059-2 Ｄｅｎｔａｌ　Ｃｌｉ〒698-0003 0856-31-4184医療法人社団樹会　理深井　一樹 平30. 6. 1歯   歯外 小歯診療所
     ｎｉｃ　樹 益田市乙吉町イ９６－５ 常　勤:    2事長　深井　直樹 組織変更 矯歯 現存
     (歯       2) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19711-3021-6 野坂歯科医院 〒690-2101 0852-54-1788野坂　裕 野坂　裕 昭61. 7.21歯   小歯 診療所
     松江市八雲町日吉３３３の２００常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28. 7.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19811-3023-2 深田歯科医院 〒699-0401 0852-66-1646深田　孝宏 深田　孝宏 昭62. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     松江市宍道町宍道３８２ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19911-3024-0 医療法人社団長谷川歯〒699-0108 0852-52-6363医療法人社団　長谷川長谷川　善則 平元. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     科医院 松江市東出雲町出雲郷７３１－１常　勤:    1歯科医院　理事長　長 新規 現存
     (歯       1)谷川　善則 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20011-3028-1 鹿島歯科診療所 〒690-0322 0852-82-2833影山　直樹 影山　直樹 平 3. 4. 1歯   診療所
     松江市鹿島町恵曇１ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  20111-3029-9 野波歯科診療所 〒690-1212 0852-85-3521景山　隆治 景山　隆治 平 4. 4. 1歯   診療所
     松江市島根町野波１２２０－４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20211-3033-1 児島歯科 〒690-0402 0852-85-3360兒島　高徳 兒島　高徳 平11. 4. 8歯   診療所
     松江市島根町大芦２１７６－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 4. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20311-3034-9 かなおか歯科医院 〒690-1312 0852-72-3833金岡　春孝 金岡　春孝 平11. 5. 7歯   矯歯 小歯診療所
     松江市美保関町森山６５０－３６常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平29. 5. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20411-3036-4 福本歯科医院 〒699-0202 0852-62-0648福本　隆生 福本　隆生 平16.10. 1歯   診療所
     松江市玉湯町湯町１９８１番地１常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20511-3037-2 医療法人　にしきしん〒699-0110 0852-52-7800医療法人にしきしんま野村　美奈子 平18. 3. 1歯   矯歯 小歯診療所
     まち歯科医院 松江市東出雲町錦新町二丁目３番常　勤:    1ち歯科医院　理事長　 組織変更 歯外 一般 現存
     １号 (歯       1)野村　美奈子 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20611-3038-0 あさひな歯科 〒699-0101 0852-67-3303朝比奈　圭 朝比奈　圭 平23. 3. 3歯   小歯 診療所
     松江市東出雲町揖屋２１２０－２常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 3. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20712-3008-1 医療法人社団　たんぽ〒692-0404 0854-32-2061医療法人社団たんぽぽ秀衡　泰子 平 3. 1. 1歯   診療所
     ぽ歯科医院 安来市広瀬町広瀬１９０４－１ 常　勤:    1歯科医院　理事長　秀 新規 現存
     (歯       1)衡　泰子 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20812-3010-7 高橋歯科医院 〒692-0404 0854-32-2751高橋　健 高橋　健 平 5. 8. 2歯   診療所
     安来市広瀬町広瀬８８４－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 8. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20912-3011-5 ベル歯科医院 〒692-0206 0854-37-0081鐘築　剛 鐘築　剛 平 9. 4. 1歯   診療所
     安来市伯太町安田１６８７－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21013-3007-1 米山歯科医院 〒699-1832 0854-52-2122米山　博之 米山　博之 昭59. 9. 1歯   診療所
     仁多郡奥出雲町横田古川１１２８常　勤:    2 新規 現存
     －２ (歯       2) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  21113-3012-1 医療法人慈弘会　高松〒699-1832 0854-52-2300医療法人慈弘会　高松高松　弘道 平 4.12. 1歯   小歯 矯歯診療所
     歯科医院 仁多郡奥出雲町横田７４６－１ 常　勤:    1歯科医院　理事長　高 新規 Ｈ４．１２．１現存
     (歯       1)松　弘道 平28.12. 1より診療科変更
     非常勤:    1 。
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21213-3016-2 太田歯科クリニック 〒699-1511 0854-54-2600太田　和人 太田　和人 平16. 5. 1歯   小歯 診療所
     仁多郡奥出雲町三成７１０－６ 常　勤:    2 移動 現存
     (歯       2) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21313-3017-0 奥出雲歯科 〒699-1511 0854-54-1218植田　博義 植田　博義 平21. 5. 1歯   歯外 診療所
     仁多郡奥出雲町三成１６２２番地常　勤:    1 新規 現存
     １ (歯       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21414-3014-5 医療法人円明会井上歯〒699-1311 0854-42-0554医療法人円明会　理事井上　裕之 平 2.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     科医院 雲南市木次町里方１０１３－１ 常　勤:    2長　井上　裕之 新規 矯歯 現存
     (歯       2) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21514-3016-0 医療法人緑国会山本歯〒699-1106 0854-49-7105医療法人　緑国会　理山本　純也 平 4. 9. 1歯   診療所
     科医院 雲南市加茂町加茂中１０６１－１常　勤:    2事長　山本　國雄 新規 現存
     (歯       2) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21614-3018-6 磯遊歯科医院 〒699-1206 0854-43-2267医療法人　円孝会　理磯遊　孝幸 平 7. 8. 1歯   診療所
     雲南市大東町南村２０２番地５ 常　勤:    1事長　磯遊　孝幸 新規 現存
     (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21714-3020-2 ホワイト歯科医院 〒699-1251 0854-43-2157福冨　剛 福冨　剛 平10. 6. 1歯   診療所
     雲南市大東町大東１６２２－４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21814-3021-0 青木歯科医院 〒699-1106 0854-49-8800青木　誠 青木　誠 平11. 1.29歯   診療所
     雲南市加茂町加茂中８５５－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 1.29
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21914-3025-1 医療法人ドレミ歯科医〒699-1221 0854-43-6480医療法人　ドレミ歯科甲斐　眞貴子 平16. 1. 1歯   小歯 診療所
     院 雲南市大東町飯田７８５番地１ 常　勤:    1医院　理事長　甲斐　 組織変更 現存
     (歯       1)眞貴子 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22014-3028-5 さくら歯科クリニック〒699-1334 0854-42-0729松下　卓己 松下　卓己 平20. 2. 1歯   診療所
     雲南市木次町新市２９ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 2. 1
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  22114-3030-1 野々村歯科医院 〒699-1251 0854-43-2457野々村　徹也 野々村　篤史 平20. 9. 1歯   診療所
     雲南市大東町大東　２４０４の７常　勤:    2 移動 現存
     (歯       2) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22214-3031-9 もりわき歯科 〒699-1332 0854-42-5838森脇　良威 森脇　良威 平28.12. 1歯   診療所
     雲南市木次町木次７８０－２６ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22314-3032-7 秦野歯科医院 〒699-1333 0854-42-0039秦野　恵 秦野　恵 平30. 4. 1歯   診療所
     雲南市木次町下熊谷１５４１－１常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22415-3018-3 だいさ歯科医院 〒690-2404 0854-45-2666錦織　達郎 錦織　達郎 昭62. 3.27歯   診療所
     雲南市三刀屋町三刀屋６８－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 3.27
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22515-3019-1 医療法人社団上代歯科〒690-2404 0854-45-2024医療法人社団　上代歯上代　一人 平元.11. 1歯   診療所
     雲南市三刀屋町三刀屋１０６１ 常　勤:    1科　理事長　上代　一 新規 現存
     (歯       1)人 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22615-3022-5 医療法人有愛会落合歯〒690-2701 0854-62-0081医療法人　有愛会　理落合　研 平 3.12. 1歯   診療所
     科医院 雲南市掛合町掛合２１５０－１０常　勤:    1事長　落合　研 新規 現存
     (歯       1) 平27.12. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22715-3023-3 医療法人有愛会落合歯〒690-2801 0854-74-0849医療法人　有愛会　理落合　研 平 3.12. 1歯   診療所
     科医院吉田分院 雲南市吉田町吉田町２５４１ 常　勤:    1事長　落合　研 新規 現存
     (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22815-3024-1 医療法人社団足立歯科〒690-2404 0854-45-2717医療法人社団　足立歯足立　精子 平 4. 7. 1歯   診療所
     雲南市三刀屋町三刀屋１０６６－常　勤:    1科　理事長　足立　精 新規 現存
     ２ (歯       1)子 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22915-3025-8 ふくま歯科医院 〒690-3204 0854-72-1500福間　聖 福間　聖 平 4. 8. 3歯   診療所
     飯石郡飯南町佐見７６８－８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 8. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23016-3008-2 小池歯科医院 〒699-0711 0853-53-2417小池　隆男 小池　浩 昭33.10.28歯   診療所
     出雲市大社町杵築南８６４－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.10.28
     非常勤:    1
     (歯       1)
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  23116-3016-5 井原歯科医院 〒699-0502 0853-72-6610井原　俊彦 井原　俊彦 昭56.10.15歯   診療所
     出雲市斐川町荘原２８５５－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.10.15
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23216-3023-1 やの歯科医院 〒699-0631 0853-72-8044矢野　一正 矢野　一正 平元. 2.10歯   小歯 矯歯診療所
     出雲市斐川町直江５３９８ 常　勤:    1 新規 休止
     (歯       1) 平28. 2.10
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23316-3025-6 医療法人政信会ひかわ〒699-0631 0853-72-0909医療法人　政信会　理塩田　欽三 平元. 8. 1歯   矯歯 小歯診療所
     歯科医院 出雲市斐川町直江４７８０ 常　勤:    3事長　宋本　政文 新規 歯外 現存
     (歯       3) 平28. 8. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23416-3028-0 山田歯科医院 〒699-0502 0853-72-9502山田　勝 山田　勝 平 2. 6.15歯   小歯 診療所
     出雲市斐川町荘原２２１５－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 6.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23516-3029-8 医療法人円明会直江歯〒699-0624 0853-72-0159医療法人円明会　理事井上　盛夫 平 2.10. 1歯   診療所
     科診療所 出雲市斐川町上直江９７８－２ 常　勤:    1長　井上　裕之 新規 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23616-3031-4 おおの歯科医院 〒699-0902 0853-86-2900大野　勝人 大野　勝人 平 3. 6.15歯   診療所
     出雲市多伎町多岐８７７－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 6.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23716-3032-2 小田川歯科医院 〒699-0722 0853-53-3550小田川　哲也 小田川　哲也 平 3. 8. 1歯   小歯 歯外診療所
     出雲市大社町北荒木１１９５－４常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23816-3033-0 医療法人　手銭歯科医〒699-0722 0853-53-5205医療法人　手銭歯科医手錢　親良 平 5. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     院 出雲市大社町北荒木３３４－１ 常　勤:    2院　理事長　手錢　親 新規 歯外 現存
     (歯       2)良 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23916-3034-8 けんこう歯科医院 〒693-0511 0853-85-2500林　雨増 林　雨増 平 8. 5. 8歯   歯外 診療所
     出雲市佐田町八幡原１３０７－２常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 5. 8
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  24016-3035-5 ひまわり歯科 〒699-0624 0853-72-5123医療法人清恭会　理事堀　朝子 平11. 5. 6歯   小歯 診療所
     出雲市斐川町上直江２５１４番地常　勤:    1長　堀朝子 新規 現存
     ２０ (歯       1) 平29. 5. 6
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24116-3036-3 たなか歯科医院 〒699-0624 0853-73-8155田中　良男 田中　良男 平11. 6. 3歯   診療所
     出雲市斐川町上直江３０８９ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 6. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24216-3037-1 なんば歯科医院 〒699-0621 0853-73-8030難波　比呂志 難波　比呂志 平12.10.17歯   矯歯 小歯診療所
     出雲市斐川町富村１９５９－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.10.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24316-3038-9 岩﨑歯科医院 〒693-0511 0853-85-2000医療法人　岩﨑医院　岩﨑　陽 平 5.12. 1歯   診療所
     出雲市佐田町八幡原１８５－１１常　勤:    1理事長　岩﨑　陽 新規 現存
     (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24416-3040-5 原歯科医院 〒699-0501 0853-72-0616原　伸 原　伸 平18.10. 2歯   診療所
     出雲市斐川町学頭６９３－２ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平24.10. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24516-3041-3 みやまつ歯科クリニッ〒699-0615 0853-72-4185宮松　伸也 宮松　伸也 平24. 4.23歯   矯歯 小歯診療所
     ク 出雲市斐川町併川１６３６－１６常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平30. 4.23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24617-3008-0 医療法人泉慈会泉歯科〒699-2301 08548-8-3881医療法人泉慈会　泉歯泉　成夫 平 2.10. 1歯   診療所
     医院 大田市仁摩町仁万５２４－１ 常　勤:    1科医院　理事長　泉　 新規 現存
     (歯       1)成夫 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24717-3010-6 前田歯科医院 〒699-2511 0855-65-1502前田　憲邦 前田　憲邦 平10. 6. 1歯   矯歯 小歯診療所
     大田市温泉津町小浜イ１０－９ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24818-3011-2 松岡歯科医院 〒696-0603 0855-87-0013松岡　忠 松岡　忠 昭43. 2. 1歯   診療所
     邑智郡邑南町下口羽１１６６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24918-3013-8 槇平歯科医院 〒696-0001 0855-72-0510槇平　與司郎 槇平　與司郎 昭43. 6.13歯   診療所
     邑智郡川本町川本５５９－２５ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28. 6.13
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  25018-3017-9 原田歯科医院 〒696-0001 0855-72-0410原田　紀孝 原田　紀孝 昭58. 7. 1歯   診療所
     邑智郡川本町川本５２７の５ 常　勤:    3 新規 現存
     (歯       3) 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25118-3020-3 岸歯科医院 〒696-0103 0855-95-0010岸　祐治 岸　祐治 昭60. 6.15歯   診療所
     邑智郡邑南町矢上２８－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 6.15
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25218-3022-9 瑞穂歯科クリニック 〒696-0222 0855-83-1710森﨑　紀文 森﨑　紀文 平 2.12. 1歯   診療所
     邑智郡邑南町下田所１５５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25318-3023-7 富永歯科医院 〒696-0313 0855-83-0145富永　一道 富永　一道 平 4.12. 1歯   診療所
     邑智郡邑南町山田９７－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25418-3026-0 ひらた歯科医院 〒699-4621 0855-75-0103比良田　和典 比良田　和典 平 8. 9.17歯   診療所
     邑智郡美郷町粕渕２５４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25518-3029-4 松岡歯科大和診療所 〒696-0704 0855-82-2427松岡　忠 松岡　忠 平14. 4.15歯   診療所
     邑智郡美郷町都賀本郷１６３ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平26. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25619-3012-8 大山歯科医院 〒697-0425 0855-45-0048大山　恒夫 大山　恒夫 昭63. 7. 1歯   診療所
     浜田市旭町今市３８４－１１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25719-3013-6 田中歯科金城医院 〒697-0121 0855-42-0823田中　雅彦 田中　雅彦 平元. 5. 6歯   小歯 歯外診療所
     浜田市金城町下来原１５４１－６常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平28. 5. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25819-3014-4 斎藤歯科医院 〒699-3223 0855-32-0042斎藤　守 斎藤　守 平10. 6.19歯   診療所
     浜田市三隅町西河内４７９－５ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平28. 6.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25921-3010-8 財間歯科医院 〒699-5605 0856-72-0038財間　至宏 財間　至宏 昭59. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     鹿足郡津和野町後田ロ１２０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
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  26021-3011-6 オクダ歯科クリニック〒699-5611 08567-2-2255奥田　良二 奥田　良二 平 2.10. 1歯   診療所
     鹿足郡津和野町町田イ２７３－１常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26121-3012-4 こうの歯科医院 〒699-5522 08567-8-2033河野　秀則 河野　秀則 平11. 3. 5歯   小歯 診療所
     鹿足郡吉賀町七日市４７８－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 3. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26221-3015-7 医療法人如水会　おが〒699-5513 0856-77-3052医療法人　如水会　理小笠原　陽一 平16. 1. 1歯   診療所
     さわら歯科 鹿足郡吉賀町六日市４１１番地３常　勤:    1事長　小笠原　陽一 組織変更 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26321-3017-3 永田歯科医院 〒699-5221 0856-74-0010永田　宏之 永田　宏之 平24. 1. 1歯   診療所
     鹿足郡津和野町日原２５７ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26422-3026-2 隠岐の島町国民健康保〒685-0434 08512-4-0130隠岐の島町　隠岐の島辰巳　博人 昭55. 8. 8歯   診療所
     険中村歯科診療所 隠岐郡隠岐の島町中村１５４１－常　勤:    1町長　池田　高世偉 新規 現存
     ４ (歯       1) 平28. 8. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26522-3027-0 酒井歯科医院 〒685-0014 08512-2-0606酒井　榮一 酒井　榮一 昭59. 1. 1歯   診療所
     隠岐郡隠岐の島町西町吉田の３－常　勤:    1 新規 現存
     １６－１１ (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26622-3029-6 さいとう歯科診療所 〒685-0014 08512-2-3636斉藤　克彦 斉藤　克彦 昭63. 8. 1歯   診療所
     隠岐郡隠岐の島町西町八尾の一７常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26722-3031-2 国民健康保険知夫村歯〒684-0100 08514-8-2011知夫村　知夫村長　平長久　宗弘 平 2. 6. 1歯   診療所
     科診療所 隠岐郡知夫村１１０６－３ 常　勤:    1木　伴佳 新規 現存
     (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26822-3033-8 田口耕歯科医院 〒684-0404 08514-2-1616田口　耕 田口　耕 平 4. 7.15歯   診療所
     隠岐郡海士町福井１３４４－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 7.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26922-3034-6 海士町国民健康保険海〒684-0403 08514-2-0315海士町　町長　大江　平山　敏彦 平 6. 3. 1歯   矯歯 診療所
     士歯科診療所 隠岐郡海士町海士１４６６ 常　勤:    1和彦 新規 現存
     (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27022-3036-1 隠岐の島町国民健康保〒685-0104 08512-6-2858隠岐の島町長　松田　倉敷　佑人 平 9. 8. 1歯   診療所
     険都万歯科診療所 隠岐郡隠岐の島町都万１７７３－常　勤:    1和久 移動 現存
     １ (歯       1) 平24. 8. 1
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  27122-3041-1 隠岐の島町国民健康保〒685-0311 08512-5-2301隠岐の島町　隠岐の島倉敷　佑人 平17. 4. 1歯   診療所
     険五箇歯科診療所 隠岐郡隠岐の島町郡５８４番地１常　勤:    1町長　池田　高世偉 移動 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27222-3042-9 つつみＤＥＮＴＡＬ　〒685-0016 08512-3-0180堤　映美 堤　映美 平17.10. 1歯   診療所
     ＣＬＩＮＩＣ 隠岐郡隠岐の島町城北町４３５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27322-3043-7 にしのしま歯科 〒684-0211 08514-6-1988西ノ島町長　升谷　健髙井　智香 平28.10. 1歯   診療所
     隠岐郡西ノ島町浦郷５４４番地１常　勤:    2 交代 現存
     ５ (歯       2) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


