
 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

［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     1 頁

    101,3011,6 荒谷歯科医院 〒730-0051 082-247-6468荒谷　恭史 荒谷　恭史 平10. 4.19歯   診療所
     広島市中区大手町２－５－６ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平28. 4.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201,3012,4 医療法人社団　高輪会〒732-0814 082-251-0794医療法人社団　高輪会高木　勇藏 平元. 9. 1歯   診療所
     　高木歯科医院 広島市南区段原南１－１９－４ 常　勤:    4　理事長　高木　勇藏 組織変更 現存
     (歯       4) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    301,3016,5 河田歯科 〒730-0013 082-221-6838河田　幸雄 河田　幸雄 平 3. 5. 1歯   診療所
     広島市中区八丁堀１４－１０新八常　勤:    1 交代 現存
     丁堀ビル７階 (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    401,3025,6 玉川歯科医院 〒734-0011 082-251-4650玉川　博 玉川　博 平18. 4. 7歯   診療所
     広島市南区宇品海岸２－１－１０常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平30. 4. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    501,3030,6 宗像歯科医院 〒730-0004 082-221-1578宗像　光利 宗像　光利 平10. 9. 3歯   診療所
     広島市中区東白島町１８－４ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平28. 9. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    601,3034,8 薮本歯科医院 〒734-0007 082-251-4637薮本　訓生 薮本　訓生 平13. 1. 1歯   小歯 診療所
     広島市南区皆実町１丁目１３－２常　勤:    3 交代 現存
     ８ (歯       3) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    701,3040,5 中村歯科医院 〒730-0051 082-241-8502中村　衛 中村　衛 平20. 1. 1歯   診療所
     広島市中区大手町５丁目４－１４常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    801,3048,8 後藤歯科医院 〒730-0015 082-221-2728後藤　眞也 後藤　眞也 平 9. 1. 1歯   診療所
     広島市中区橋本町１０－１ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    901,3054,6 三宅歯科医院 〒730-0825 082-241-5523三宅　正純 三宅　正純 平 9. 1. 1歯   診療所
     広島市中区光南１－３－２６ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1001,3069,4 児玉歯科 〒732-0804 082-261-8241児玉　安弘 児玉　安弘 昭59.11. 1歯   診療所
     広島市南区西蟹屋４－２－３８ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1101,3085,0 小谷歯科医院 〒734-0053 082-281-2378小谷　博夫 小谷　博夫 昭54.11. 2歯   診療所
     広島市南区青崎１丁目６－１２ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平24.11. 2
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   1201,3088,4 植木歯科医院 〒730-0016 082-221-2800植木　貴宏 植木　貴宏 平17. 1. 1歯   診療所
     広島市中区幟町１３－２３ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1301,3093,4 平野歯科医院 〒730-0825 082-247-7354平野　隆司 平野　隆司 平 9. 7. 1歯   小歯 診療所
     広島市中区光南１丁目９－１８ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平30. 7. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1401,3099,1 小島歯科医院 〒734-0044 082-251-7018小島　隆 小島　隆 平13. 1. 1歯   小歯 診療所
     広島市南区西霞町７－１３ 常　勤:    3 交代 現存
     (歯       3) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1501,3108,0 医療法人　本山歯科医〒730-0012 082-221-3746医療法人　本山歯科医本山　智得 平元.10. 1歯   診療所
     院 広島市中区上八丁堀７－９ 常　勤:    4院　理事長　本山　智 組織変更 現存
     (歯       4)得 平28.10. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1601,3109,8 藤本歯科医院 〒730-0022 082-241-4548藤本　由三 藤本　由三 平11. 1. 1歯   小歯 診療所
     広島市中区銀山町１４－２２ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1701,3128,8 吉光歯科医院 〒734-0015 082-251-4521吉光　卓三 吉光　卓三 昭62. 5. 1歯   診療所
     広島市南区宇品御幸４－１０－１常　勤:    1 移転 現存
     ０ (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1801,3134,6 中井歯科口腔外科医院〒730-0031 082-247-5068中井　弘毅 中井　弘毅 平20.10. 1歯外 診療所
     広島市中区紙屋町１丁目１－１７常　勤:    1 移転 現存
     広島ミッドタウンビル９階 (歯       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1901,3149,4 うりゅう歯科医院 〒730-0046 082-241-0751瓜生　賢 瓜生　賢 平13.12. 1歯   小歯 診療所
     広島市中区昭和町６－２８ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2001,3154,4 波田歯科医院 〒730-0823 082-241-4513波田　佳範 波田　佳範 平16. 1. 1歯   診療所
     広島市中区吉島西１丁目２０－５常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2101,3161,9 大野歯科医院 〒734-0025 082-281-2361大野　厚生 大野　厚生 昭42.12. 1歯   診療所
     広島市南区東本浦町１－６９ 常　勤:    2 移転 現存
     (歯       2) 平27.12. 1
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   2201,3165,0 鳴戸歯科医院 〒730-0015 082-221-0028鳴戸　正文 鳴戸　正文 昭55. 4. 1歯   診療所
     広島市中区橋本町５－１２ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2301,3170,0 澤田歯科医院 〒730-0034 082-247-2715澤田　建彦 澤田　建彦 平14. 7. 1歯   診療所
     広島市中区新天地４－１０ 常　勤:    2 移転 現存
     (歯       2) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2401,3175,9 鍵山歯科医院 〒734-0021 082-282-5388松永　陽子 松永　陽子 昭59.12.27歯   診療所
     広島市南区上東雲町３１－６ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平29.12.27
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2501,3189,0 山崎歯科医院 〒732-0044 082-281-4310山崎　和広 山崎　和広 平20. 6. 2歯   診療所
     広島市東区矢賀新町２丁目７－１常　勤:    1 交代 現存
     ０ (歯       1) 平26. 6. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2601,3190,8 門前歯科医院 〒730-0053 082-243-3050門前　弘美 門前　弘美 昭44. 4. 1歯   診療所
     広島市中区東千田町１－１－３８常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2701,3191,6 久保木歯科医院 〒730-0036 082-247-4555医療法人　久保木歯科久保木　利正 平14. 8. 1歯   診療所
     広島市中区袋町５－３久保木ビル常　勤:    1医院　理事長　久保木 移転 現存
     ２Ｆ (歯       1)　利正 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2801,3192,4 医療法人社団　シャン〒732-0052 082-262-6865医療法人社団　シャン野村　登志夫 平元.10. 1歯   診療所
     ・ヴィラージュ会　野広島市東区光町２－６－１万勝ビ常　勤:    1・ヴィラージュ会　理 組織変更 現存
     村歯科医院 ル内 (歯       1)事長　野村　登志夫 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2901,3200,5 医療法人社団みずほ会〒730-0011 082-227-5365医療法人社団　みずほ吉田　昌弘 昭46. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     　清水歯科医院 広島市中区基町１１－５和光紙屋常　勤:    2会　理事長　清水　徹 新規 現存
     町ビル２Ｆ (歯       2) 平30. 3.31
     非常勤:   16
     (歯      16)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3001,3203,9 上野歯科医院 〒732-0013 082-229-2526白神　葉子 白神　葉子 平20. 7. 1歯   診療所
     広島市東区戸坂南１－１２－７ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3101,3204,7 たけだ歯科医院 〒734-0024 082-283-4865武田　明信 武田　明信 平11. 3. 1歯   診療所
     広島市南区仁保新町２丁目７－１常　勤:    1 移転 現存
     －１０１ (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   3201,3212,0 平山歯科医院 〒739-0311 082-894-8426平山　真進 平山　真進 昭46. 2. 1歯   診療所
     広島市安芸区瀬野１丁目１７－４常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3301,3215,3 愛児歯科医院 〒730-0051 082-243-1660三宅　茂樹 三宅　茂樹 平20.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     広島市中区大手町５丁目２－２０常　勤:    1 交代 現存
     鷹の橋パーキングビル３階 (歯       1) 平26.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3401,3216,1 渡辺歯科医院 〒732-0066 082-228-7987渡辺　正志 渡辺　正志 昭59. 2. 1歯   診療所
     広島市東区牛田本町４－２－５２常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3501,3220,3 大石歯科医院 〒730-0034 082-246-7317大石　正臣 大石　正臣 昭49. 3. 1歯   診療所
     広島市中区新天地６－１２新天地常　勤:    1 新規 現存
     ＭＲビル２Ｆ (歯       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3601,3221,1 尾尻歯科医院 〒734-0007 082-255-6081尾尻　知 尾尻　知 昭49. 7. 1歯   診療所
     広島市南区皆実町４－１６－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3701,3223,7 岡松歯科医院 〒732-0044 082-282-3968岡松　友和 岡松　友和 昭64. 1. 1歯   診療所
     広島市東区矢賀新町４丁目２－２常　勤:    1 移転 現存
     ９ (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3801,3225,2 三宅歯科 〒730-0813 082-246-4430三宅　通太 三宅　通太 平16. 6. 1歯   矯歯 診療所
     広島市中区住吉町２－１０ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3901,3227,8 長澤歯科医院 〒732-0824 082-263-3925長澤　和彦 長澤　和彦 昭53.10.31歯   診療所
     広島市南区的場町２－５－２１ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平29.10.31
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4001,3230,2 花本歯科医院 〒732-0033 082-289-4848花本　裕 花本　裕 昭57. 7. 1歯   診療所
     広島市東区温品６丁目２－１１ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平30. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4101,3232,8 のぶもと歯科 〒730-0044 082-246-0600医療法人社団　のぶも延本　充弘 平20.10. 1歯   小歯 診療所
     広島市中区宝町９－２５ 常　勤:    2と歯科　理事長　延本 組織変更 現存
     (歯       2)　充弘 平26.10. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
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   4201,3233,6 光ケ丘歯科医院 〒732-0052 082-263-1339医療法人修医会　理事横村　邦彦 平元. 7. 1歯   診療所
     広島市東区光町２－８－１９ 常　勤:    4長　横村　邦彦 組織変更 現存
     (歯       4) 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4301,3235,1 森本歯科医院 〒734-0022 082-282-8148森本　克 森本　克 昭50. 3. 1歯   診療所
     広島市南区東雲２－７－１９ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4401,3237,7 山田歯科医院 〒736-0081 082-823-2121山田　純 山田　純 平16. 5. 1歯   診療所
     広島市安芸区船越３丁目１３－１常　勤:    3 移転 現存
     ６ (歯       3) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4501,3249,2 有田歯科医院 〒730-0041 082-246-1200有田　一郎 有田　一郎 昭62. 2. 1歯   診療所
     広島市中区小町６－２３ 常　勤:    2 移転 現存
     (歯       2) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4601,3250,0 医療法人社団　博和会〒732-0052 082-263-8148医療法人社団　博和会平田　玲加 昭50.10. 1歯   小歯 診療所
     　鯉城歯科医院 広島市東区光町１－１１－７ 常　勤:    2　理事長　平田　和代 組織変更 現存
     (歯       2) 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4701,3258,3 村上歯科医院 〒730-0043 082-249-7176村上　恒延 村上　恒延 昭51. 1. 1歯   診療所
     広島市中区富士見町１－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4801,3260,9 家頭歯科医院 〒736-0081 082-823-3768家頭　照彦 家頭　照彦 平 4.11. 1歯   診療所
     広島市安芸区船越５－１３－９ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4901,3262,5 佐々木歯科医院 〒730-0035 082-247-2515佐々木　正剛 佐々木　正剛 昭60. 1. 1歯   診療所
     広島市中区本通８－２吉井ビル４常　勤:    1 移転 現存
     Ｆ (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5001,3266,6 山崎医院 〒730-0051 082-247-1101山崎　壽之 山﨑　保彦 昭52. 3. 1歯   小歯 歯外診療所
     広島市中区大手町２丁目６－１１常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5101,3267,4 医療法人社団　久米歯〒730-0024 082-246-9600医療法人社団　久米歯久米　守 平 5. 8. 1歯   診療所
     科医院 広島市中区西平塚町７－２４ 常　勤:    1科医院　理事長　久米 組織変更 現存
     (歯       1)　守 平29. 8. 1
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   5201,3269,0 水上歯科医院 〒732-0016 082-220-1717医療法人　水上歯科医水上　良知 平元.11. 1歯   小歯 診療所
     広島市東区戸坂出江２－７－２０常　勤:    1院　理事長　水上　良 組織変更 現存
     (歯       1)知 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5301,3272,4 三戸歯科医院 〒739-0321 082-893-0002三戸　應則 三戸　應則 平 4.11. 1歯   小歯 診療所
     広島市安芸区中野２－１５－７ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5401,3274,0 津田歯科医院 〒730-0051 082-247-3633津田　正昭 津田　正昭 昭54.11. 1歯   小歯 矯歯診療所
     広島市中区大手町３丁目６－１９常　勤:    2 移転 現存
     (歯       2) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5501,3275,7 広島駅ビル歯科医院 〒732-0822 082-263-1682歌野原　實 歌野原　實 平11. 4. 1歯   診療所
     広島市南区松原町２－３７　６階常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5601,3276,5 藤林歯科医院 〒734-0025 082-281-8211藤林　多美子 藤林　多美子 昭53. 2. 1歯   診療所
     広島市南区東本浦町１０－１３ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5701,3278,1 宮木歯科医院 〒739-0321 082-892-1531宮木　克章 宮木　克章 昭53. 4. 1歯   診療所
     広島市安芸区中野２－１７－１６常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5801,3281,5 関野歯科クリニック 〒730-0052 082-247-3100関野　憲三 関野　憲三 昭53. 5. 1歯   矯歯 診療所
     広島市中区千田町１－４－１７井常　勤:    2 新規 現存
     沢ビル (歯       2) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5901,3283,1 医療法人　野間歯科医〒736-0083 082-888-4182医療法人　野間歯科医野間　博 平 2.11. 1歯   診療所
     院 広島市安芸区矢野東４－８－３６常　勤:    1院　理事長　野間　博 組織変更 現存
     (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6001,3284,9 河内歯科医院 〒734-0014 082-255-5822河内　勝和 河内　勝和 平18. 4. 1歯   診療所
     広島市南区宇品西４丁目１－１ 常　勤:    4 移転 現存
     (歯       4) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6101,3285,6 宮本歯科医院 〒736-0082 082-823-0088宮本　文男 宮本　文男 昭53. 7. 1歯   診療所
     広島市安芸区船越南２－２０－１常　勤:    2 新規 現存
     ８ (歯       2) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6201,3287,2 野坂歯科医院 〒732-0068 082-223-2882野坂　寛 野坂　寛 昭54. 4. 1歯   診療所
     広島市東区牛田新町１－６－３６常　勤:    3 新規 現存
     光藤ビル (歯       3) 平30. 4. 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

［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     7 頁

   6301,3288,0 旭町歯科医院 〒734-0036 082-254-1811大平　勇治 大平　勇治 昭54. 4. 1歯   診療所
     広島市南区旭２－３－２１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6401,3289,8 医療法人社団　樹会　〒730-0036 082-247-2788医療法人社団　樹会　中山　大輔 平14.10. 1歯   小歯 矯歯診療所
     袋町　Ｄｅｎｔａｌ　広島市中区袋町６－４２ 常　勤:    1理事長　深井　直樹 組織変更 歯外 現存
     Ｃｌｉｎｉｃ　樹 (歯       1) 平26.10. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6501,3290,6 あき歯科医院 〒730-0029 082-244-1118中村　千秋 中村　千秋 昭54. 8. 1歯   診療所
     広島市中区三川町９－１２ミヤケ常　勤:    1 新規 現存
     ビル３Ｆ (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6601,3293,0 医療法人社団　柄歯科〒730-0035 082-248-0066医療法人社団　柄歯科柄　俊彦 平15. 9. 1歯   診療所
     医院 広島市中区本通７－３０槌屋ビル常　勤:    3医院　理事長　柄　俊 組織変更 現存
     ２階 (歯       3)彦 平27. 9. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6701,3295,5 医療法人　あした会　〒732-0816 082-251-6480医療法人　あした会　中西　保二 平15.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     中西歯科医院 広島市南区比治山本町１６－３５常　勤:    2中西歯科医院　理事長 組織変更 現存
     (歯       2)　中西　保二 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6801,3297,1 みどり小児歯科クリニ〒730-0034 082-242-6480石井　みどり 石井　みどり 昭63. 5. 1小歯 診療所
     ック 広島市中区新天地５－１２ 常　勤:    1 移転 休止
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6901,3300,3 八丁堀歯科医院 〒730-0013 082-227-3344前田　英治 前田　英治 昭55. 4. 1歯   診療所
     広島市中区八丁堀３－８白峯ビル常　勤:    1 新規 現存
     ４Ｆ (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7001,3301,1 河村歯科医院 〒730-0046 082-247-6480河村　久輝 河村　久輝 昭55. 4. 1歯   診療所
     広島市中区昭和町４－２２－２０常　勤:    1 新規 現存
     １ (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7101,3303,7 山村歯科医院 〒732-0057 082-264-0118山村　剛 山村　剛 昭55. 5. 1歯   診療所
     広島市東区二葉の里１－２－１－常　勤:    1 新規 現存
     １０１ (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7201,3304,5 大坪歯科医院 〒730-0813 082-241-3965大坪　稔 大坪　稔 昭55.10. 1歯   診療所
     広島市中区住吉町１３－１０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.10. 1
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   7301,3305,2 久米歯科医院 〒730-0052 082-246-1415久米　克英 久米　克英 平19. 6.21歯   歯外 矯歯診療所
     広島市中区千田町３丁目１０－３常　勤:    1 移転 小歯 現存
     (歯       1) 平25. 6.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7401,3306,0 古胡歯科医院 〒730-0013 082-221-2961古胡　司 古胡　司 昭55.11.10歯   診療所
     広島市中区八丁堀６－１１－６０常　勤:    1 移転 現存
     １ダイヤグレース八丁堀６Ｆ (歯       1) 平28.11.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7501,3308,6 高田歯科医院 〒730-0012 082-222-0021高田　清美 高田　清美 昭55.12. 1歯   診療所
     広島市中区上八丁堀５－１５新沢常　勤:    1 新規 現存
     ビル４Ｆ (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7601,3310,2 能勢歯科医院 〒730-0014 082-221-8118能勢　厚寿 能勢　厚寿 昭55.12. 1歯   診療所
     広島市中区上幟町１０－１５畠田常　勤:    1 新規 現存
     ビル１Ｆ (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7701,3312,8 大手町歯科医院 〒730-0051 082-246-1131陶山　ケイ子 陶山　ケイ子 昭56. 2. 1歯   小歯 歯外診療所
     広島市中区大手町３－８－１７ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7801,3313,6 どえ歯科医院 〒734-0023 082-282-7777医療法人Ｄ・Ｆ・Ｃ　土江　健也 平16.11. 1歯   矯歯 小歯診療所
     広島市南区東雲本町２丁目４－２常　勤:    1理事長　土江　健也 組織変更 現存
     ０ (歯       1) 平28.11. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7901,3316,9 辻歯科医院 〒730-0011 082-221-1800辻　高昭 辻　高昭 昭56. 4. 1歯   小歯 診療所
     広島市中区基町１３－１３広島ビ常　勤:    1 新規 現存
     ル５Ｆ (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8001,3321,9 荒川歯科 〒730-0036 082-244-0418荒川　信介 荒川　信介 昭56. 7. 1歯   診療所
     広島市中区袋町６－５３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8101,3322,7 大保歯科医院 〒734-0034 082-254-0010大保　順一 大保　順一 昭56. 8. 1歯   診療所
     広島市南区丹那町５－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8201,3323,5 森永歯科医院 〒732-0802 082-283-8241森永　虎雄 森永　虎雄 昭56.11. 1歯   診療所
     広島市南区大州３－９－２１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   8301,3324,3 大西歯科医院 〒730-0013 082-228-4618大西　定 大西　定 昭56.11. 1歯   診療所
     広島市中区八丁堀１５－６広島ち常　勤:    1 新規 現存
     ゅうぎんビル８階 (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8401,3326,8 三善歯科医院 〒732-0031 082-899-8331三善　陸朗 三善　陸朗 昭57. 1. 1歯   診療所
     広島市東区馬木５－１４５５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8501,3329,2 田中歯科医院 〒732-0043 082-281-1074田中　康弘 田中　康弘 昭57. 2.24歯   診療所
     広島市東区東山町２－１２ 常　勤:    1 その他 現存
     (歯       1) 平30. 2.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8601,3332,6 今田矯正歯科 〒730-0013 082-228-9334今田　義孝 今田　義孝 昭57. 5. 1矯歯 診療所
     広島市中区八丁堀３－８ハイネス常　勤:    1 新規 現存
     白峯ビル４０４ (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8701,3334,2 小田歯科医院 〒730-0001 082-227-8686医療法人　小田歯科医小田　浩 平 4. 2. 1歯   診療所
     広島市中区白島北町３－１ 常　勤:    1院　理事長　小田　浩 組織変更 現存
     (歯       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8801,3335,9 星野歯科医院 〒734-0015 082-255-0809医療法人　星野歯科医星野　静雄 平元.10. 1歯   診療所
     広島市南区宇品御幸３－１－７ 常　勤:    1院　理事長　星野　静 組織変更 現存
     (歯       1)雄 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8901,3338,3 木村歯科医院 〒734-0014 082-255-8148医療法人社団　一水会木村　一水 平19. 5.13歯   小歯 診療所
     広島市南区宇品西５丁目１１番１常　勤:    1　理事長　木村　慶子 移転 現存
     －１０４号 (歯       1) 平25. 5.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9001,3343,3 小田歯科医院 〒732-0802 082-283-0077小田　正秀 小田　正秀 昭58. 8. 1歯   診療所
     広島市南区大州４－９－１７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9101,3344,1 医療法人社団　小野歯〒730-0049 082-243-0788医療法人社団　小野歯小野　由紀子 平19.10. 1歯   診療所
     科医院 広島市中区南竹屋町６－４ 常　勤:    3科医院　理事長　小野 移転 現存
     (歯       3)　由紀子 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9201,3350,8 医療法人社団　益田歯〒732-0066 082-228-8118医療法人社団　益田歯益田　吉人 平 6.10. 1歯   診療所
     科クリニック 広島市東区牛田本町３丁目３－１常　勤:    1科クリニック　理事長 移転 現存
     ５ (歯       1)　益田　吉人 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9301,3351,6 こたく歯科医院 〒732-0053 082-262-0648古宅　康久 古宅　康久 昭59. 8. 1歯   診療所
     広島市東区若草町１０－１１加藤常　勤:    1 新規 現存
     ビル１Ｆ (歯       1) 平29. 8. 1
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   9401,3353,2 山岡歯科医院 〒730-0814 082-245-9645山岡　学 山岡　学 昭59.12. 1歯   診療所
     広島市中区羽衣町１６－４３ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9501,3355,7 花岡矯正歯科クリニッ〒730-0051 082-247-1222花岡　宏 花岡　宏 昭60. 1. 1矯歯 診療所
     ク 広島市中区大手町１－１－２０ニ常　勤:    2 新規 現存
     ュー大手町ビル５Ｆ (歯       2) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9601,3356,5 森野歯科医院 〒730-0001 082-223-8558森野　茂 森野　茂 昭60. 5. 1歯   小歯 診療所
     広島市中区白島北町１４－２３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9701,3357,3 山田歯科医院 〒730-0042 082-244-5955山田　庸二 山田　庸二 昭60. 9. 1歯   診療所
     広島市中区国泰寺町１－３－１２常　勤:    3 新規 現存
     (歯       3) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9801,3358,1 小早川歯科医院 〒734-0023 082-282-7280小早川　靖 小早川　靖 平 6. 8. 1歯   小歯 診療所
     広島市南区東雲本町２－５－１７常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9901,3359,9 別木歯科医院 〒732-0016 082-229-6480別木　亮一 別木　亮一 昭61. 5. 1歯   診療所
     広島市東区戸坂出江１－２－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10001,3360,7 中本歯科医院 〒732-0807 082-261-6480中本　雅志 中本　雅志 昭61. 5. 1歯   小歯 診療所
     広島市南区荒神町４－１晋全ビル常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10101,3361,5 本通り歯科 〒730-0031 082-243-0418三次　美里 三次　美里 昭61. 5. 1歯   診療所
     広島市中区紙屋町２－３－１革屋常　勤:    1 新規 現存
     町ビル３Ｆ (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10201,3362,3 安芸岸保歯科 〒739-0321 082-893-3355岸保　智幸 岸保　智幸 平13.11. 1歯   診療所
     広島市安芸区中野６丁目４７－１常　勤:    1 移転 現存
     ０ (歯       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10301,3364,9 つか矯正歯科 〒730-0035 082-248-4188柄　博治 柄　博治 昭61. 8. 1矯歯 診療所
     広島市中区本通り７－３０つちや常　勤:    2 新規 現存
     ビル３Ｆ (歯       2) 平30. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10401,3365,6 津谷歯科医院 〒732-0023 082-280-2800津谷　敏樹 津谷　敏樹 昭61.11. 1歯   診療所
     広島市東区中山東３－２－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.11. 1
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  10501,3366,4 洋光歯科クリニック 〒734-0062 082-284-0022吉武　政博 吉武　政博 昭62. 3. 1歯   診療所
     広島市南区向洋本町５－５－１０常　勤:    1 新規 現存
     １ (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10601,3367,2 横山歯科医院 〒730-0029 082-243-6480横山　隆道 横山　隆道 昭62. 6. 1歯   歯外 診療所
     広島市中区三川町７－２１ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10701,3369,8 石本歯科医院 〒730-0017 082-223-1414石本　勝三 石本　勝三 平14. 7. 1歯   矯歯 診療所
     広島市中区鉄砲町９－２４カサヴ常　勤:    1 移転 現存
     ェルデ八丁堀２Ｆ (歯       1) 平26. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10801,3371,4 なべしま小児歯科医院〒734-0004 082-255-0118鍋島　耕二 鍋島　耕二 昭63. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     広島市南区宇品神田２－１４－２常　勤:    1 新規 現存
     ２－１０３ (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10901,3374,8 国家公務員共済組合連〒730-0012 082-221-9411国家公務員共済組合連田村　忠正 昭63. 9. 1歯   診療所
     合会　広島合同庁舎診広島市中区上八丁堀６－３０　３常　勤:    1合会　理事長　松元　 新規 現存
     療所 号館 (医       1)崇 平24. 9. 1
     非常勤:    5
     (歯       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11001,3375,5 佐野歯科クリニック 〒730-0051 082-246-2933医療法人社団　有和会佐野　隆志 平 5. 8. 1歯   診療所
     広島市中区大手町３－８－４ 常　勤:    1　佐野歯科クリニック 組織変更 現存
     (歯       1)　理事長　佐野　隆志 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11101,3377,1 和田歯科医院 〒734-0004 082-253-1184和田　本城 和田　本城 平元. 6. 1歯   診療所
     広島市南区宇品神田５－５－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11201,3379,7 森永歯科医院 〒732-0826 082-263-4618森永　行雄 森永　行雄 平元. 9. 1歯   小歯 診療所
     広島市南区松川町５－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11301,3383,9 芦浦歯科医院 〒730-0021 082-246-6640芦浦　文佳 芦浦　文佳 平 2. 4. 1歯   診療所
     広島市中区胡町６－２６福屋１１常　勤:    1 新規 現存
     Ｆ (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11401,3384,7 ふるたに歯科 〒732-0814 082-263-0263古谷　知之 古谷　知之 平 2. 4. 1歯   診療所
     広島市南区段原南２－１２－２５常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29. 4. 1
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  11501,3387,0 ゆあさ歯科医院 〒739-1412 082-828-0003湯浅　速 湯浅　速 平 2. 6. 1歯   矯歯 小歯診療所
     広島市安佐北区白木町小越２４４常　勤:    2 新規 現存
     －１ (歯       2) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11601,3388,8 佐々木歯科医院 〒739-1411 082-828-0548佐々木　満 佐々木　満 平 2. 6. 1歯   診療所
     広島市安佐北区白木町大字市川１常　勤:    1 新規 現存
     ４６ (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11701,3394,6 仁野歯科クリニック 〒730-0013 082-221-5567仁野　克明 仁野　克明 平12. 1. 1歯   診療所
     広島市中区八丁堀１２－２２築地常　勤:    1 移転 現存
     ビル２Ｆ (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11801,3399,5 きむら歯科 〒732-0025 082-289-7676木村　太言 木村　太言 平17. 7. 1歯   診療所
     広島市東区中山西２丁目６－１５常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11901,3401,9 福原歯科医院 〒739-0311 082-894-2233福原　健治 福原　健治 平 3. 6. 1歯   矯歯 小歯診療所
     広島市安芸区瀬野１－１６－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12001,3402,7 まつだ歯科クリニック〒730-0025 082-249-4618松田　浩 松田　浩 平 3. 8. 1歯   診療所
     広島市中区東平塚町８－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12101,3403,5 さこ歯科医院 〒739-0321 082-892-3555砂古　隆壱 砂古　隆壱 平 3. 8. 1歯   診療所
     広島市安芸区中野５－１５－２９常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12201,3404,3 阿部歯科医院 〒739-0321 082-892-1616阿部　高士 阿部　高士 平 3.10. 1歯   診療所
     広島市安芸区中野５丁目３－４０常　勤:    1 新規 現存
     レジデンス中野１Ｆ (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12301,3406,8 橋本歯科医院 〒734-0005 082-251-7800橋本　直典 橋本　直典 平10. 3. 1歯   小歯 診療所
     広島市南区翠３丁目１１－１２ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12401,3407,6 いしかわ歯科 〒734-0003 082-252-8148石川　潔 石川　潔 平 4. 1. 1歯   診療所
     広島市南区宇品東２丁目１０－６常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12501,3408,4 久保田歯科医院 〒732-0802 082-281-0534佐々木　みどり 佐々木　みどり 平 4. 1. 1歯   小歯 診療所
     広島市南区大州２丁目９－１９ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
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  12601,3409,2 森本歯科医院 〒730-0825 082-244-5051森本　功 森本　功 平 4. 2. 1歯   診療所
     広島市中区光南１丁目１０－２０常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12701,3410,0 メディックス歯科クリ〒736-0085 082-889-0064医療法人　智信会　理荒槙　信雄 平 4.10. 1歯   診療所
     ニック 広島市安芸区矢野西４－１－２１常　勤:    1事長　荒槙　信雄 組織変更 現存
     (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12801,3411,8 平岡歯科医院 〒732-0052 082-263-1100平岡　弘光 平岡　弘光 平 4. 3. 1歯   診療所
     広島市東区光町２－５－３第１１常　勤:    1 新規 現存
     平勝ビル２０１ (歯       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12901,3412,6 もうり歯科 〒732-0029 082-899-5890毛利　雅哉 毛利　雅哉 平16. 8. 1歯   診療所
     広島市東区福田７丁目３－１４　常　勤:    1 移転 現存
     ニューコスモス１０１ (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13001,3413,4 歯科おかもと医院 〒732-0068 082-220-1811岡本　芳明 岡本　芳明 平 4. 4. 1歯   診療所
     広島市東区牛田新町４－１８－２常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13101,3416,7 あおじ歯科医院 〒739-0301 082-894-1510青地　達朗 青地　達朗 平 4.10. 1歯   診療所
     広島市安芸区上瀬野２－１２－４常　勤:    1 新規 現存
     ６ (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13201,3419,1 細原歯科医院 〒732-0047 082-263-0077細原　賢一 細原　賢一 平20. 2. 1歯   診療所
     広島市東区尾長西２丁目１１－３常　勤:    1 移転 現存
     ０ (歯       1) 平26. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13301,3421,7 池本歯科医院 〒730-0812 082-242-8211池本　公亮 池本　公亮 平18. 8. 1歯   小歯 歯外診療所
     広島市中区加古町１－２７ 常　勤:    2 移転 現存
     (歯       2) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13401,3422,5 楠田歯科医院 〒732-0827 082-261-5888楠田　雄一 楠田　雄一 平 5. 6. 1歯   診療所
     広島市南区稲荷町４－１住友生命常　勤:    1 新規 現存
     ビル７Ｆ (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13501,3423,3 千田町歯科クリニック〒730-0052 082-542-1801山﨑　健次 山﨑　健次 平 5. 8. 1歯   小歯 矯歯診療所
     広島市中区千田町２－１－１０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 8. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  13601,3426,6 ふじのり歯科医院 〒732-0012 082-229-8211藤範　恭弘 藤範　恭弘 平 6. 4. 1歯   小歯 診療所
     広島市東区戸坂新町１－４－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13701,3427,4 医療法人社団　誠美会〒730-0016 082-228-1224医療法人社団　誠美会川原　正照 平16. 3. 1歯   歯外 診療所
     　川原歯科医院 広島市中区幟町６－２６ 常　勤:    1　理事長　川原　正照 組織変更 現存
     (歯       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13801,3430,8 もりた歯科医院 〒730-0011 082-224-2460森田　良二 森田　良二 平 6. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     広島市中区基町１－２０オプリビ常　勤:    1 新規 現存
     ル３Ｆ (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13901,3432,4 さとう歯科クリニック〒736-0085 082-888-7310佐藤　淳子 佐藤　淳子 平 6. 6. 1歯   小歯 診療所
     広島市安芸区矢野西４－５６－２常　勤:    2 新規 現存
     ２ (歯       2) 平30. 6. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14001,3433,2 いまい歯科医院 〒730-0043 082-241-6480今井　正人 今井　正人 平 6. 8. 1歯   診療所
     広島市中区富士見町１２－７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14101,3434,0 児玉歯科医院 〒736-0085 082-888-7666児玉　正治 児玉　正治 平 6.10. 1歯   診療所
     広島市安芸区矢野西４丁目６－２常　勤:    1 新規 現存
     グラシアニビル (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14201,3435,7 せと歯科クリニック 〒730-0051 082-542-4182背戸　辰之 背戸　辰之 平 6.10. 1歯   小歯 矯歯診療所
     広島市中区大手町３丁目１－１１常　勤:    1 新規 現存
     平野ビル２Ｆ (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14301,3436,5 橋本歯科クリニック 〒730-0013 082-223-1212橋本　正毅 橋本　正毅 平 6.10. 1歯   診療所
     広島市中区八丁堀１１－１８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14401,3438,1 大道歯科医院 〒736-0086 082-888-7333大道　博文 大道　博文 平 6.10. 1歯   診療所
     広島市安芸区矢野南４－９－１５常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14501,3439,9 ふじさわ歯科医院 〒736-0085 082-888-8011藤澤　敏正 藤澤　敏正 平 6.12. 1歯   診療所
     広島市安芸区矢野西４丁目８－１常　勤:    1 新規 現存
     ６ (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  14601,3441,5 おざき歯科医院 〒730-0003 082-222-7737小崎　正晴 小崎　正晴 平 7. 4. 1歯   診療所
     広島市中区白島九軒町１４－５－常　勤:    1 新規 現存
     ２０４ (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14701,3442,3 小笠原歯科医院 〒734-0015 082-252-7557小笠原　健 小笠原　健 平 7. 5. 1歯   診療所
     広島市南区宇品御幸１－３－６ア常　勤:    1 新規 現存
     ネックス田村１Ｆ (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14801,3443,1 あいさか歯科クリニッ〒736-0088 082-827-1010相坂　隆之 相坂　隆之 平 7. 5. 1歯   診療所
     ク 広島市安芸区畑賀２－２２－２９常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14901,3444,9 有馬歯科医院 〒734-0025 082-581-3900有馬　和孝 有馬　和孝 平 7. 6. 1歯   診療所
     広島市南区東本浦町２２－２６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15001,3447,2 医療法人社団東広会　〒739-0323 082-893-1811医療法人社団東広会　中西　一 平12. 5. 1歯   小歯 診療所
     まこと歯科医院 広島市安芸区中野東１丁目１１－常　勤:    3理事長　中西　一 組織変更 現存
     ３１ユアーズ瀬野川店２階 (歯       3) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15101,3449,8 山﨑歯科医院 〒732-0053 082-263-3443山﨑　裕司 山﨑　裕司 平 8. 6. 1歯   小歯 診療所
     広島市東区若草町２１－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15201,3450,6 かわはら歯科クリニッ〒734-0053 082-282-8341河原　利哉 河原　利哉 平 8. 6. 1歯   診療所
     ク 広島市南区青崎２－４－３２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15301,3451,4 タマガワ矯正歯科クリ〒732-0828 082-261-8282医療法人社団　友成会玉川　幸二 平14.10. 1矯歯 診療所
     ニック 広島市南区京橋町１－２新京橋ビ常　勤:    1　理事長　玉川　幸二 組織変更 現存
     ル４階 (歯       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15401,3452,2 森本歯科クリニック 〒730-0003 082-502-1212森本　進 森本　進 平 9. 2. 1歯   小歯 診療所
     広島市中区白島九軒町２４－３－常　勤:    1 新規 現存
     １０１ (歯       1) 平30. 2. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15501,3454,8 有馬歯科医院 〒734-0053 082-281-5467有馬　隆 有馬　隆 平 9. 4. 1歯   小歯 診療所
     広島市南区青崎２－１０－２８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  15601,3459,7 橋本歯科 〒730-0022 082-541-7700山本　正純 山本　正純 平 9. 5. 1歯   小歯 診療所
     広島市中区銀山町６－２３ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15701,3460,5 竹口歯科 〒732-0811 082-264-7676竹口　恒久 竹口　恒久 平 9. 6. 1歯   診療所
     広島市南区段原２－１－７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15801,3461,3 おかの歯科医院 〒734-0004 082-505-4321岡野　聡 岡野　聡 平 9. 6. 1歯   診療所
     広島市南区宇品神田１－１－１９常　勤:    1 新規 現存
     ラ・プルミエール１Ｆ (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15901,3462,1 玉田歯科 〒732-0811 082-506-4618玉田　誠 玉田　誠 平 9. 7. 1歯   小歯 診療所
     広島市南区段原３丁目３－２７－常　勤:    2 新規 現存
     ３Ｆ (歯       2) 平30. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16001,3464,7 おおの矯正歯科クリニ〒730-0051 082-544-1188大野　正司 大野　正司 平 9.10. 1小歯 矯歯 診療所
     ック 広島市中区大手町５丁目７－２７常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16101,3465,4 並木歯科クリニック 〒730-0043 082-240-7300林　研一 林　研一 平 9.10. 1歯   診療所
     広島市中区富士見町４－１７－２常　勤:    1 新規 現存
     ０２ (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16201,3468,8 こうざい歯科医院 〒730-0825 082-244-5500香西　淑子 香西　淑子 平10. 4. 1歯   診療所
     広島市中区光南２－１０－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16301,3469,6 ながさき歯科 〒730-0051 082-544-3515長崎　昭憲 長崎　昭憲 平10. 5. 1歯   歯外 診療所
     広島市中区大手町３－１０－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16401,3470,4 イースト歯科クリニッ〒732-0814 082-567-0505上田　裕次 上田　裕次 平10. 5. 1歯   小歯 診療所
     ク 広島市南区段原南１－３－５３ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16501,3471,2 中西歯科クリニック 〒732-0065 082-228-7588中西　恵治 中西　恵治 平10. 5. 1歯   診療所
     広島市東区牛田中１－１１－１２常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  16601,3473,8 医療法人社団ティース〒730-0037 082-541-7718医療法人社団　ティー岸　民祐 平10. 6. 1歯   診療所
     　プラザ歯科 広島市中区中町６－３０ 常　勤:    1ス　理事長　岸　民祐 新規 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16701,3474,6 いずみもと歯科医院 〒732-0803 082-890-0505和泉元　昌代 和泉元　昌代 平10. 8. 1歯   小歯 診療所
     広島市南区南蟹屋１丁目１－２５常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16801,3475,3 くすのき歯科医院 〒736-0082 082-820-0418楠　政広 楠　政広 平11. 1. 1歯   小歯 診療所
     広島市安芸区船越南２丁目１８－常　勤:    1 新規 現存
     ２０ (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16901,3476,1 矢賀駅前歯科医院 〒732-0042 082-284-0809片内　恒平 片内　恒平 平11. 4. 1歯   診療所
     広島市東区矢賀４丁目１１－２８常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17001,3478,7 石津歯科医院 〒739-0311 082-894-1468石津　信幸 石津　信幸 平11. 4. 1歯   診療所
     広島市安芸区瀬野２丁目１４－４常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17101,3479,5 高山歯科 〒732-0033 082-280-1148髙山　智行 髙山　智行 平11. 4. 1歯   診療所
     広島市東区温品７丁目１８－４－常　勤:    1 新規 現存
     ２０１ (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17201,3480,3 ひで歯科医院 〒730-0024 082-246-2580竹本　元秀 竹本　元秀 平11. 5. 1歯   診療所
     広島市中区西平塚町４－１０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17301,3481,1 まつお歯科クリニック〒734-0005 082-253-4618松尾　いづみ 松尾　いづみ 平11. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     広島市南区翠２丁目９－２２　２常　勤:    5 新規 歯外 現存
     Ｆ (歯       5) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17401,3482,9 宮地デンタルクリニッ〒732-0045 082-506-1184宮地　謙 宮地　謙 平11. 6. 1歯   小歯 診療所
     ク 広島市東区曙５丁目３－３０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17501,3483,7 だて歯科医院 〒734-0007 082-250-2246伊達　弘恵 伊達　弘恵 平11. 6. 1歯   小歯 診療所
     広島市南区皆実町６丁目１－４佐常　勤:    1 新規 現存
     々木ビル２Ｆ (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17601,3484,5 ヘルスケア歯科クリニ〒730-0036 082-245-7878菊﨑　民子 菊﨑　民子 平16. 2. 1歯   矯歯 小歯診療所
     ック 広島市中区袋町４－３－２Ｆ 常　勤:    2 移転 歯外 現存
     (歯       2) 平28. 2. 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

［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

  17701,3485,2 和田本デンタルオフィ〒730-0031 082-544-0418和田本　昌良 和田本　昌良 平11. 8. 1歯   診療所
     ス 広島市中区紙屋町２丁目２－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17801,3486,0 たまき歯科医院 〒732-0066 082-502-2900寺迫　環 寺迫　環 平11. 9. 1歯   小歯 診療所
     広島市東区牛田本町２丁目１－２常　勤:    1 新規 現存
     １ (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17901,3492,8 医療法人社団　小町歯〒730-0041 082-545-1900医療法人社団　小町歯今村　典裕 平18.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     科クリニック 広島市中区小町２－２０　小町メ常　勤:    1科クリニック　理事長 組織変更 歯外 現存
     ールビル２階 (歯       1)　今村　典裕 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18001,3493,6 藤井歯科医院 〒739-0311 082-820-3718藤井　洋司 藤井　洋司 平12. 8. 1歯   小歯 診療所
     広島市安芸区瀬野１丁目２３－２常　勤:    1 新規 現存
     ９ (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18101,3494,4 江夏歯科医院 〒734-0023 082-288-6175江夏　俊央 江夏　俊央 平12.10. 1歯   診療所
     広島市南区東雲本町２丁目１３－常　勤:    2 新規 現存
     ３０クレ－ルＤＡＴＥ２Ｆ (歯       2) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18201,3495,1 スマイル歯科医院 〒734-0036 082-256-1122山本　眞理子 山本　眞理子 平13. 1. 1歯   小歯 診療所
     広島市南区旭３丁目１－８コ－ポ常　勤:    1 新規 現存
     山本２Ｆ (歯       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18301,3496,9 光ケ丘歯科矯正口腔外〒732-0052 082-263-1339医療法人修医会　理事横村　康彦 平13. 4. 1矯歯 歯外 小歯診療所
     科 広島市東区光町２丁目８－１９　常　勤:    2長　横村　邦彦 新規 現存
     ３Ｆ (歯       2) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18401,3497,7 やわらぎ会歯科診療所〒734-0026 082-283-3322医療法人社団　やわら藤田　和也 平13. 4. 1歯   診療所
     広島市南区仁保１丁目６－２３浜常　勤:    1ぎ会　理事長　藤田　 新規 現存
     村ビル１Ｆ (歯       1)和也 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18501,3499,3 クリスタル歯科クリニ〒732-0063 082-223-5400宮村　健一 宮村　健一 平13. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     ック 広島市東区牛田東２－１２－３６常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18601,3502,4 いわい歯科医院 〒732-0052 082-506-2001岩井　敏之 岩井　敏之 平13. 9. 1歯   小歯 診療所
     広島市東区光町１－１１－１３光常　勤:    1 新規 現存
     町大丈ビル２０２号 (歯       1) 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18701,3503,2 トリプルエープラスデ〒732-0066 082-511-2227辻野　哲弘 辻野　哲弘 平14. 4. 1歯   歯外 矯歯診療所
     ンタルクリニック 広島市東区牛田本町４丁目１－７常　勤:    2 新規 小歯 現存
     (歯       2) 平26. 4. 1
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  18801,3504,0 医療法人　戸坂ホワイ〒732-0009 082-516-1919医療法人　戸坂ホワイ岡本　耕造 平17. 9. 1歯   矯歯 小歯診療所
     ト歯科 広島市東区戸坂千足１丁目２２番常　勤:    3ト歯科　理事長　岡本 組織変更 歯外 現存
     ６－１１号 (歯       3)　耕造 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18901,3508,1 中町歯科医院 〒730-0037 082-241-7906岸本　一雄 岸本　一雄 平14. 8. 1歯   歯外 矯歯診療所
     広島市中区中町５－８第２下中町常　勤:    1 新規 現存
     ビル２Ｆ (歯       1) 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19001,3510,7 押尾歯科医院 〒730-0004 082-223-1877押尾　はるみ 押尾　はるみ 平15. 1. 1歯   小歯 診療所
     広島市中区東白島町１１－１１押常　勤:    1 新規 現存
     尾第２ビル　２Ｆ (歯       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19101,3512,3 せのお歯科医院 〒734-0014 082-256-4618妹尾　博文 妹尾　博文 平15. 8. 1歯   診療所
     広島市南区宇品西４丁目１－５６常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19201,3513,1 うじな歯科医院 〒734-0014 082-505-1180伊藤　良明 伊藤　良明 平15.10. 1歯   歯外 小歯診療所
     広島市南区宇品西４丁目３－２ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19301,3515,6 ファミリー歯科 〒732-0003 082-229-3880中谷　宏樹 中谷　宏樹 平16. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     広島市東区戸坂中町１－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19401,3516,4 わかた歯科医院 〒734-0004 082-259-3339医療法人　肇祝会　理平野　亜希 平19. 4. 1歯   小歯 診療所
     広島市南区宇品神田５－２０－１常　勤:    1事長　若田　和秀 組織変更 現存
     ３－１０２ (歯       1) 平25. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19501,3522,2 医療法人　森田会　平〒730-0037 082-249-2002医療法人　森田会　理坂本　有文 平17. 2. 1歯   歯外 矯歯診療所
     和通り歯科口腔外科全広島市中区中町７－２０ＡＮＡク常　勤:    3事長　坂本　有文 新規 小歯 現存
     日空ホテル診療所 ラウンプラザホテル１階 (歯       3) 平29. 2. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19601,3523,0 さくら歯科医院 〒730-0017 082-511-5786櫻段　直子 櫻段　直子 平17. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     広島市中区鉄砲町１０－１８　栗常　勤:    1 新規 現存
     村ビル６Ｆ (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  19701,3524,8 広島中央矯正歯科 〒730-0013 082-502-6803鶴田　仁史 鶴田　仁史 平17. 4. 1矯歯 診療所
     広島市中区八丁堀１１－１０　Ｋ常　勤:    1 新規 現存
     Ｓビル５Ｆ (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19801,3525,5 あい歯科 〒732-0828 082-263-7510谷口　弘晃 谷口　弘晃 平17. 4. 1歯   小歯 診療所
     広島市南区京橋町７－１８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19901,3526,3 金のすず歯科 〒730-0051 082-247-4494片岡　郁博 片岡　郁博 平17. 5. 1歯   診療所
     広島市中区大手町５丁目７－３ビ常　勤:    1 移転 現存
     アビアンカマツヲビル３Ｆ (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20001,3528,9 ななほし歯科クリニッ〒732-0052 082-568-2877前島　真紀子 前島　真紀子 平17. 6. 1歯   小歯 診療所
     ク 広島市東区光町１丁目８－６　サ常　勤:    1 新規 現存
     ンハウス山岡１Ｆ (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20101,3529,7 ＡＩＣデンタルクリニ〒730-0037 082-242-1900鈴川　雅彦 鈴川　雅彦 平17. 6. 1歯   矯歯 歯外診療所
     ック 広島市中区中町８－６　フジタビ常　勤:    1 新規 現存
     ル２Ｆ (歯       1) 平29. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20201,3532,1 ブライトデンタルクリ〒730-0029 082-545-6700中田　正樹 中田　正樹 平18. 1. 1歯   歯外 小歯診療所
     ニック 広島市中区三川町２－８　井手ビ常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     ル３Ａ (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20301,3533,9 九軒町歯科 〒730-0003 082-211-4618福傳　龍司 福傳　龍司 平18.10. 1歯   小歯 診療所
     広島市中区白島九軒町６－９　第常　勤:    1 新規 現存
     三原田ビル１Ｆ (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20401,3535,4 ごうぎんビル　中島デ〒730-0032 082-544-0200中島　康雄 中島　康雄 平19. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     ンタルクリニック 広島市中区立町１－２３　ごうぎ常　勤:    2 新規 矯歯 現存
     ん広島ビル８Ｆ (歯       2) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20501,3536,2 たに歯科クリニック 〒734-0015 082-250-2922谷　厳範 谷　厳範 平19. 5. 1歯   歯外 小歯診療所
     広島市南区宇品御幸３－２－６ 常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20601,3537,0 中村歯科医院 〒739-0321 082-893-3955中村　茂夫 中村　茂夫 平19. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     広島市安芸区中野３丁目９－６ 常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平25. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
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  20701,3538,8 三田歯科クリニック 〒739-1521 082-810-6767竹内　久恵 竹内　久恵 平19. 5. 7歯   小歯 診療所
     広島市安佐北区白木町三田７０２常　勤:    1 新規 現存
     ９ (歯       1) 平25. 5. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20801,3539,6 南青山デンタルクリニ〒730-0021 082-504-7733山田　英治 山田　英治 平19.11. 1歯   矯歯 歯外診療所
     ック　広島医院 広島市中区胡町４－２４　クリタ常　勤:    1 新規 小歯 現存
     胡町ビル３Ｆ (歯       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20901,3541,2 医療法人社団　東広会〒734-0007 082-555-2418医療法人社団　東広会今本　佳子 平20. 2. 1歯   小歯 矯歯診療所
     　ゆめタウン広島歯科広島市南区皆実町２丁目８番１７常　勤:    2　理事長　中西　一 新規 現存
     号ゆめタウン広島３階 (歯       2) 平26. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21001,3542,0 かとう歯科・矯正歯科〒732-0068 082-229-7331加藤　正昭 加藤　正昭 平20. 5.10歯   小歯 矯歯診療所
     広島市東区牛田新町３丁目７－４常　勤:    1 新規 歯外 現存
     ３ (歯       1) 平26. 5.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21101,3546,1 歯科・にほしんまちク〒734-0024 082-581-6115植　照芳 植　照芳 平20.12. 1歯   小歯 矯歯診療所
     リニック 広島市南区仁保新町１－９－４　常　勤:    1 新規 歯外 現存
     プライムコート１Ｆ (歯       1) 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21201,3548,7 医療法人あざみ会　あ〒739-1301 082-828-3350医療法人あざみ会　理吉岡　伸吉郎 平21. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     (01,2322,2) ざみクリニック 広島市安佐北区白木町井原１３０常　勤:    4事長　平川　正彦 新規 歯外 内   精  現存
     ９ー２ (医       3) 平27. 1. 1
     (歯       1)
     非常勤:    4
     (医       3)
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21301,3551,1 デンタルオフィス出汐〒734-0001 082-557-8821筒井　啓介 筒井　啓介 平21. 3.20矯歯 小歯 歯  診療所
     歯科 広島市南区出汐２丁目２－２８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 3.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21401,3553,7 かこまち歯科医院 〒730-0812 082-544-5566森川　真理 森川　真理 平21. 4. 3歯   矯歯 診療所
     広島市中区加古町６－７ 常　勤:    2 移転 現存
     (歯       2) 平27. 4. 3
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21501,3554,5 にしなか歯科クリニッ〒730-0051 082-504-6480西中　寿夫 西中　寿夫 平21. 5. 1歯   歯外 診療所
     ク 広島市中区大手町一丁目４－３　常　勤:    1 新規 現存
     井上ビル３Ｆ (歯       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  21601,3555,2 ひかりまち小児歯科・〒732-0052 082-506-2270竹本　美保 竹本　美保 平21. 6. 1小歯 矯歯 診療所
     矯正歯科 広島市東区光町２丁目４－１９ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21701,3557,8 おざき歯科クリニック〒732-0063 082-511-6776尾﨑　昌康 尾﨑　昌康 平21. 6. 2歯   小歯 診療所
     広島市東区牛田東二丁目１－２２常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平27. 6. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21801,3558,6 段原さくら歯科クリニ〒732-0818 082-236-3200医療法人社団　岸本医岸本　敦也 平21. 7.21歯   小歯 歯外診療所
     ック 広島市南区段原日出一丁目１５番常　勤:    1院　理事長　岸本　玲 新規 現存
     １３－３０１号 (歯       1)子 平27. 7.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21901,3559,4 タナカ歯科医院 〒732-0819 082-283-8828山本　千香子 山本　千香子 平21. 9. 2歯   歯外 小歯診療所
     広島市南区段原山崎１丁目１番２常　勤:    1 移転 現存
     ５号 (歯       1) 平27. 9. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22001,3561,0 ごこちデンタルクリニ〒730-0041 082-245-1600河島　紘太郎 河島　紘太郎 平21.11.18歯   小歯 矯歯診療所
     ック 広島市中区小町３－２２　マスダ常　勤:    1 新規 歯外 現存
     ビル３０１ (歯       1) 平27.11.18
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22101,3562,8 二反田歯科クリニック〒734-0014 082-258-1688二反田　淳二 二反田　淳二 平21.12. 6歯   診療所
     広島市南区宇品西６－７－１４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27.12. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22201,3563,6 ホワイト歯科往診クリ〒734-0023 082-236-9780竹田　茂 竹田　茂 平22. 1. 1歯   歯外 診療所
     ニック 広島市南区東雲本町１丁目１２－常　勤:    1 移転 現存
     ２４　篠崎ビル１Ｆ (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22301,3566,9 フォレオ歯科医院 〒732-0033 082-847-3116李　浩成 李　浩成 平22. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     広島市東区温品１丁目３－２　フ常　勤:    1 新規 現存
     ォレオ広島東Ｂ棟２Ｆ (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22401,3567,7 なかむら歯科クリニッ〒730-0012 082-221-7747中村　誠 中村　誠 平22. 4. 1歯   歯外 矯歯診療所
     ク 広島市中区上八丁堀４－２７　上常　勤:    1 新規 現存
     八丁堀ビル１Ｆ (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22501,3569,3 広島タワーデンタルク〒732-0053 082-568-8300医療法人　小笠原会　丸川　雅弘 平22. 5. 8歯   矯歯 小歯診療所
     リニック 広島市東区若草町１１番２号　グ常　勤:    1理事長　小笠原　一行 新規 現存
     ランアークテラス３Ｆ (歯       1) 平28. 5. 8
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  22601,3571,9 若林デンタルクリニッ〒730-0037 082-247-8660若林　大輔 若林　大輔 平22. 5. 1歯   歯外 矯歯診療所
     ク　並木通り 広島市中区中町１－３　ダイヤ並常　勤:    1 新規 小歯 現存
     木ビル２Ｆ (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22701,3573,5 梶谷歯科医院 〒732-0067 082-221-0645坂井　理奈子 坂井　理奈子 平22. 6.16歯   小歯 診療所
     広島市東区牛田旭１－１３－１１常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平28. 6.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22801,3574,3 よつば歯科クリニック〒732-0012 082-847-4182田中　尊治 田中　尊治 平22. 9. 1歯   小歯 診療所
     広島市東区戸坂新町１丁目７－２常　勤:    1 新規 現存
     ２－１Ｆ (歯       1) 平28. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22901,3575,0 村田歯科医院 〒734-0022 082-282-8422和田　昇 和田　昇 平22. 8.17歯   診療所
     広島市南区東雲１丁目２０－１８常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平28. 8.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23001,3578,4 梶谷歯科医院 〒730-0004 082-221-6243梶谷　和男 梶谷　和男 平22.11. 1歯   診療所
     広島市中区東白島町１７番２８号常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23101,3579,2 匠歯科 〒730-0053 082-243-0270白銀　勇輔 白銀　勇輔 平23. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     広島市中区東千田町２－１０－２常　勤:    2 新規 矯歯 現存
     ２ (歯       2) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23201,3580,0 ア歯科広島東グループ〒730-0024 082-244-6526小松　大造 小松　大造 平23. 1. 1歯   診療所
     小松診療所 広島市中区西平塚町８－１３広島常　勤:    2 交代 現存
     立駐ビル３Ｆ (歯       2) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23301,3581,8 小早川歯科クリニック〒734-0015 082-251-0418医療法人　小早川歯科小早川　尚史 平23. 4. 1歯   小歯 診療所
     広島市南区宇品御幸三丁目１５番常　勤:    2クリニック　理事長　 組織変更 現存
     １５号 (歯       2)小早川　尚史 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23401,3582,6 はしもと歯科クリニッ〒730-0052 082-248-6480橋本　佳子 橋本　佳子 平23. 2.17歯   歯外 小歯診療所
     ク 広島市中区千田町１－１２－１９常　勤:    3 交代 現存
     (歯       3) 平29. 2.17
     非常勤:    8
     (歯       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23501,3583,4 沖　デンタルクリニッ〒730-0013 082-222-7648沖　泰治 沖　泰治 平23. 4. 1歯   歯外 小歯診療所
     ク 広島市中区八丁堀１２－４わかば常　勤:    1 移転 矯歯 現存
     ビル４Ｆ (歯       1) 平29. 4. 1
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  23601,3585,9 水入歯科医院 〒730-0029 082-236-6474水入　秀行 水入　秀行 平23. 7. 1歯   診療所
     広島市中区三川町１－１８ヒロシ常　勤:    1 新規 現存
     マパーキング１Ｆ (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23701,3587,5 森田歯科医院 〒730-0044 082-241-4953森田　行雄 森田　行雄 平23.10. 1歯   矯歯 診療所
     広島市中区宝町２－１ 常　勤:    2 移転 現存
     (歯       2) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23801,3588,3 医療法人　あおき歯科〒732-0052 082-262-8883医療法人あおき歯科ク青木　健 平23.10. 1歯   小歯 矯歯診療所
     クリニック 広島市東区光町２丁目１２番１０常　勤:    1リニック　理事長　青 組織変更 歯外 現存
     号日宝光町ビル１Ｆ (歯       1)木　健 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23901,3589,1 やまだ矯正歯科クリニ〒732-0825 082-262-4618医療法人やまだ矯正歯山田　哲郎 平23.11. 1矯歯 診療所
     ック 広島市南区金屋町２番１５号４Ｆ常　勤:    1科クリニック　理事長 組織変更 現存
     (歯       1)　山田　哲郎 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24001,3591,7 医療法人社団　俊美会〒736-0086 082-888-8188医療法人社団　俊美会野村　俊夫 平23.10. 1歯   小歯 診療所
     　野村歯科医院 広島市安芸区矢野南一丁目１７番常　勤:    1　理事長　野村　俊夫 組織変更 現存
     １１号 (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24101,3592,5 向井歯科医院 〒732-0819 082-286-1414向井　泰司 向井　泰司 平24. 2. 1歯   診療所
     広島市南区段原山崎２丁目９番２常　勤:    1 移転 現存
     ５号 (歯       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24201,3593,3 わかさ歯科クリニック〒730-0051 082-240-6480医療法人アリタ会　理有田　一喜 平24. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     広島市中区大手町四丁目１番１号常　勤:    3事長　有田　一喜 組織変更 現存
     大手町平和ビル２０１号 (歯       3) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24301,3594,1 とよた歯科 〒734-0001 082-255-2564豊田　賢準 豊田　賢準 平24. 7. 1歯   歯外 小歯診療所
     広島市南区出汐四丁目２番１１－常　勤:    1 新規 現存
     １Ｆ (歯       1) 平30. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24401,3595,8 グレイス矯正歯科クリ〒734-0007 082-205-0464西　彰子 西　彰子 平24. 8. 1矯歯 診療所
     ニック 広島市南区皆実町５丁目１４－１常　勤:    1 新規 現存
     ライオンズプラザ皆実町２０３ (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24501,3596,6 幟町デンタルクリニッ〒730-0016 082-224-5565久保　美貴 久保　美貴 平24. 9. 3歯   小歯 歯外診療所
     ク 広島市中区幟町３－５４　ラフィ常　勤:    1 新規 現存
     ーネ幟町１階 (歯       1) 平24. 9. 3
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  24601,3597,4 野村歯科医院 〒732-0818 082-281-1067今田　愛子 今田　愛子 平24.10. 1歯   診療所
     広島市南区段原日出１丁目１－１常　勤:    1 移転 現存
     ３ (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24701,3598,2 まこと歯科クリニック〒730-0052 082-249-6481平田　誠 平田　誠 平24.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     広島市中区千田町３丁目３－１１常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24801,3600,6 医療法人杉原歯科医院〒732-0802 082-284-0020医療法人杉原歯科医院杉原　隆英 平24.10. 1歯   矯歯 診療所
     広島市南区大州一丁目３番２４号常　勤:    3　理事長　杉原　隆英 組織変更 現存
     (歯       3) 平24.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24901,3601,4 松島歯科医院 〒730-0821 082-241-7202河野　雅光 河野　雅光 平24. 9.18歯   診療所
     広島市中区吉島町１－１２ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平24. 9.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25001,3602,2 石田歯科矯正歯科クリ〒730-0013 082-223-1177医療法人社団　石田歯石田　秀幸 平24.11. 1歯   矯歯 歯外診療所
     ニック 広島市中区八丁堀４番４号エイト常　勤:    3科矯正歯科クリニック 組織変更 小歯 現存
     バレー八丁堀２Ｆ (歯       3)　理事長　石田　秀幸 平24.11. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25101,3605,5 あゆみ歯科 〒734-0022 082-890-8241平井　由美 平井　由美 平25. 1. 1歯   小歯 診療所
     広島市南区東雲三丁目３－２１ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25201,3606,3 山本歯科医院 〒732-0055 082-263-1228山本　道直 山本　道直 平25. 1. 1歯   歯外 小歯診療所
     広島市東区東蟹屋町２－１０ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平25. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25301,3609,7 東区役所前歯科 〒732-0055 082-264-9101尾﨑　竜太郎 尾﨑　竜太郎 平25. 4. 2歯   小歯 歯外診療所
     広島市東区東蟹屋町５番９号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 4. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25401,3610,5 山本歯科医院 〒734-0036 082-251-2890山本　玲子 山本　玲子 平25. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     広島市南区旭１－１８－２８ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  25501,3613,9 田中歯科医院 〒736-0085 082-888-0113田中　謙一 田中　謙一 平25. 8. 2歯   診療所
     広島市安芸区矢野西５－１３－２常　勤:    1 交代 現存
     ８ (歯       1) 平25. 8. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25601,3615,4 医療法人社団　高橋歯〒734-0036 082-255-1717医療法人社団　高橋歯髙橋　悠夫 平25. 9.20歯   歯外 小歯診療所
     科医院 広島市南区旭２丁目１９－７ 常　勤:    4科医院　理事長　髙橋 移転 現存
     (歯       4)　悠夫 平25. 9.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25701,3617,0 中川歯科 〒732-0819 082-581-6101中川　誠 中川　誠 平25.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     広島市南区段原山崎三丁目２番２常　勤:    1 新規 現存
     ８号さくらビル１Ｆ (歯       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25801,3619,6 中村歯科 〒734-0007 082-251-0930医療法人中村歯科　理大出　和宏 平25.11. 1歯   矯歯 小歯診療所
     広島市南区皆実町四丁目２番１２常　勤:    2事長　大出　和宏 組織変更 現存
     号 (歯       2) 平25.11. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25901,3620,4 ひらの歯科クリニック〒736-0082 082-516-7581平野　浩史 平野　浩史 平25.12. 3歯   小歯 歯外診療所
     広島市安芸区船越南３丁目２７－常　勤:    2 新規 現存
     ３０ＮＴＴ海田ビル１Ｆ (歯       2) 平25.12. 3
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26001,3622,0 西本歯科医院 〒732-0047 082-261-3457西本　陽子 西本　陽子 平25.12. 1歯   診療所
     広島市東区尾長西１丁目５－６ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26101,3623,8 すずき歯科小児歯科 〒732-0822 082-568-3010医療法人　広島もみじ鈴木　淳司 平26. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     広島市南区松原町９番１号福屋広常　勤:    3会　理事長　鈴木　淳 組織変更 現存
     島駅前店１０階 (歯       3)司 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26201,3624,6 大谷歯科クリニック 〒730-0051 082-245-5118医療法人　大谷歯科ク大谷　隆之 平26. 1. 1歯   診療所
     広島市中区大手町二丁目７番２６常　勤:    2リニック　理事長　大 組織変更 現存
     号 (歯       2)谷　隆之 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26301,3625,3 蜂須賀歯科口腔外科ク〒732-0009 082-220-3311蜂須賀　永三 蜂須賀　永三 平26. 2. 1歯外 歯   小歯診療所
     リニック 広島市東区戸坂千足１丁目１０－常　勤:    1 交代 矯歯 現存
     １エクセルコート太田川２Ｆ (歯       1) 平26. 2. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  26401,3626,1 すぐる歯科 〒732-0828 082-264-4618橋岡　優 橋岡　優 平26. 3. 4歯   小歯 矯歯診療所
     広島市南区京橋町６－５　２階 常　勤:    1 移転 歯外 現存
     (歯       1) 平26. 3. 4
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26501,3627,9 アイリス歯科 〒736-0083 082-889-6480医療法人社団　Ｅｎ　橋本　和人 平26. 3. 1歯   小歯 診療所
     広島市安芸区矢野東二丁目２３番常　勤:    3ｆｌｅｕｒｓ　理事長 組織変更 現存
     １５号 (歯       3)　橋本　和人 平26. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26601,3628,7 能美歯科医院 〒732-0065 082-228-2881能美　和基 能美　和基 平26. 4. 1歯   小歯 診療所
     広島市東区牛田中２丁目１－２４常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26701,3630,3 結デンタルクリニック〒734-0036 082-256-6480水町　亘 水町　亘 平26. 6. 1歯   小歯 診療所
     広島市南区旭一丁目９番１８号 常　勤:    2 新規 口腔外科 現存
     (歯       2) 平26. 6. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26801,3631,1 ルミナス白島通りデン〒730-0004 082-555-8202柏　典子 柏　典子 平26. 7. 1歯   小歯 診療所
     タルクリニック 広島市中区東白島町２１－２１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26901,3633,7 河村歯科クリニック 〒732-0828 082-263-6480医療法人河村歯科クリ河村　修司 平26. 7.18歯   診療所
     広島市南区京橋町１番３号 常　勤:    2ニック　理事長　河村 移転 現存
     (歯       2)　修司 平26. 7.18
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27001,3634,5 香川歯科 〒730-0013 082-221-6485香川　次郎 香川　次郎 平26.11. 1歯   矯歯 小歯診療所
     広島市中区八丁堀１４－７八丁堀常　勤:    1 移転 歯外 現存
     宮田ビル６Ｆ (歯       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27101,3635,2 上川歯科医院 〒730-0005 082-228-5539上川　克巳 上川　克巳 平26.12. 1歯   小歯 診療所
     広島市中区西白島町２０－１５メ常　勤:    1 移転 現存
     ディカルプラザ西白島　２Ｆ (歯       1) 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27201,3637,8 中央公園歯科クリニッ〒730-0011 082-228-7170医療法人アリタ会　理有田　和子 平27. 2. 1歯   小歯 診療所
     ク 広島市中区基町１８番２号－２基常　勤:    1事長　有田　一喜 組織変更 現存
     町店舗２０２号 (歯       1) 平27. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  27301,3638,6 幟町　松岡歯科医院 〒730-0016 082-555-9977医療法人社団　松成会松岡　德子 平27. 4.10歯   小歯 歯外診療所
     広島市中区幟町１１番２－１号 常　勤:    1　理事長　松岡　克司 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平27. 4.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27401,3641,0 ひじやま歯科クリニッ〒732-0811 082-262-4182野田　正樹 野田　正樹 平27. 6. 1歯   矯歯 小歯診療所
     ク 広島市南区段原２丁目１９－３コ常　勤:    1 新規 歯外 現存
     ウラビル２階 (歯       1) 平27. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27501,3642,8 パセーラ　デンタルク〒730-0011 082-222-6667医療法人社団一水会　村上　晃一 平27. 6. 1歯   診療所
     リニック 広島市中区基町６番７８号ＮＴＴ常　勤:    1理事長　木村　慶子 新規 現存
     クレド基町ビル９０２ (歯       1) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27601,3643,6 剛志矯正歯科 〒730-0015 082-222-0418伊藤　剛志 伊藤　剛志 平27. 8. 1矯歯 診療所
     広島市中区橋本町２－２７橋本ビ常　勤:    2 新規 現存
     ル１０１ (歯       2) 平27. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27701,3644,4 吉田歯科医院 〒730-0035 082-249-3911医療法人アリタ会　理有田　美弥 平27. 7. 1歯   診療所
     広島市中区本通８番３２号 常　勤:    1事長　有田　一喜 組織変更 現存
     (歯       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27801,3645,1 皆実町歯科 〒734-0007 082-251-7733大堂　敏彦 大堂　敏彦 平27.11. 4歯   矯歯 診療所
     広島市南区皆実町５丁目６－１８常　勤:    1 移転 現存
     永井ビル１Ｆ (歯       1) 平27.11. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27901,3646,9 植田歯科医院 〒732-0821 082-263-5480植田　直人 植田　直人 平28. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     広島市南区大須賀町１３－６ 常　勤:    1 交代 歯外 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1一般歯科（主た
     非常勤:    1 る診療科）
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28001,3647,7 加藤歯科医院 〒730-0052 082-240-4180加藤　千季 加藤　千季 平28. 2. 3小歯 診療所
     広島市中区千田町１－５－８ 常　勤:    1 新規 一般歯科（主た現存
     (歯       1) 平28. 2. 3る診療科）、口
     腔外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28101,3648,5 大塚歯科―あいりす―〒730-0051 082-243-5888大塚　道征 大塚　道征 平28. 1.18歯   歯外 小歯診療所
     広島市中区大手町１－４－１４大常　勤:    2 移転 現存
     手町上田ビル１Ｆ (歯       2) 平28. 1.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28201,3649,3 いくなが歯科医院 〒736-0083 082-888-3338生長　洋次 生長　洋次 平28. 1. 1歯   診療所
     広島市安芸区矢野東５－３－１５常　勤:    1 交代 現存
     ペガッソ木村ビル１Ｆ (歯       1) 平28. 1. 1
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  28301,3650,1 南区役所通りデンタル〒734-0007 082-258-4618石田　充宏 石田　充宏 平28. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     クリニック 広島市南区皆実町１丁目１８－５常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28401,3652,7 紙屋町歯科医院 〒730-0031 082-247-9461林　靖一郎 林　靖一郎 平28. 3.24歯   診療所
     広島市中区紙屋町１－４－３エフ常　勤:    3 移転 現存
     ケイビル２０１号 (歯       3) 平28. 3.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28501,3653,5 ヒロシマ平松歯科口腔〒732-0816 082-256-7870医療法人社団まりも会室積　秀正 平28. 5. 1歯   歯外 診療所
     外科クリニック 広島市南区比治山本町１１番３２非常勤:    1　理事長　平松　 夫 新規 現存
     号 (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28601,3655,0 沢村歯科医院 〒732-0029 082-899-2211医療法人社団豊誠会沢沢村　豊 平28. 5. 1歯   診療所
     広島市東区福田二丁目３４２番地常　勤:    1村歯科医院　理事長　 組織変更 現存
     ３ (歯       1)澤村　豊 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28701,3656,8 医療法人みどり坂の歯〒739-0313 082-894-4618医療法人みどり坂の歯河本　和郎 平28. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     医者さんこうもと歯科広島市安芸区瀬野西一丁目２番２常　勤:    2医者さんこうもと歯科 組織変更 矯歯 現存
     号 (歯       2)　理事長　河本　和郎 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28801,3657,6 つちや歯科医院 〒734-0004 082-254-1833土屋　崇文 土屋　崇文 平28. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     広島市南区宇品神田３－８－１６常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28901,3659,2 友成デンタルオフィス〒730-0014 082-223-8020高野　友成 高野　友成 平28. 9.23歯   歯外 小歯診療所
     広島市中区上幟町３－２１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 9.23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29001,3660,0 ＬＥＩＬＡＮＩ　ＤＥ〒730-0034 082-569-8255医療法人社団陽明会　松島　崇明 平28.10. 6歯   診療所
     ＮＴＡＬ　ＳＡＬＯＮ広島市中区新天地５番１６号－３常　勤:    1理事長　松島　崇明 新規 現存
     Ｆ (歯       1) 平28.10. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29101,3661,8 アルファ歯科クリニッ〒730-0013 082-962-1183医療法人ＨＡＫＡＲＡ清水　賢 平28.10. 1歯   歯外 小歯診療所
     ク 広島市中区八丁堀３番１２号 常　勤:    3　ｇｌｏｂａｌ　ｉｎ 組織変更 現存
     (歯       3)ｓｔｉｔｕｔｅ　ｆｏ 平28.10. 1
     ｒ　ｄｅｎｔａｌ　ｒ
     ｅｓｅａｒｃｈ　理事
     長　清水　賢
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29201,3662,6 医療法人社団ティース〒730-0031 082-240-1182医療法人社団ティース藤田　正 平28.11. 1矯歯 診療所
     マイル　ティースマイ広島市中区紙屋町一丁目１番１号常　勤:    2マイル　理事長　藤田 組織変更 現存
     ル矯正歯科 東和ビル２Ｆ (歯       2)　正 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  29301,3663,4 医療法人社団健青会銀〒732-0822 082-506-3106医療法人社団健青会　青山　健一 平28.12. 1歯   矯歯 小歯診療所
     座青山Ｙｏｕ矯正歯科広島市南区松原町５番１号ビッグ常　勤:    1理事長　青山　健一 新規 歯外 現存
     広島駅前医院 フロント広島タワービル西棟４階(歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29401,3664,2 ハート歯科クリニック〒730-0051 082-567-5727医療法人康慈会　理事峯岡　茜 平28.11. 1歯   小歯 診療所
     広島市中区大手町３丁目１３－８常　勤:    1長　久保　康治 組織変更 現存
     (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29501,3665,9 安芸歯科クリニック 〒732-0033 082-280-2133藤井　良典 藤井　良典 平28.11. 1歯   歯外 診療所
     広島市東区温品５丁目２－６２ 常　勤:    3 交代 現存
     (歯       3) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29601,3666,7 橋田歯科医院 〒732-0045 082-568-2040橋田　崇史 橋田　崇史 平28.12. 1歯   歯外 小歯診療所
     広島市東区曙１－８－９ 常　勤:    2 移転 現存
     (歯       2) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29701,3667,5 なほ歯科医院 〒732-0068 082-229-4180新谷　奈穂子 新谷　奈穂子 平29. 1. 1歯   小歯 診療所
     広島市東区牛田新町３－５－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29801,3668,3 森田歯科医院 〒730-0016 082-221-2231森田　薫 森田　薫 平29. 1. 5歯   診療所
     広島市中区幟町１４－１４広島教常　勤:    1 移転 現存
     販ビル２階 (歯       1) 平29. 1. 5
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29901,3669,1 一般社団法人広島県歯〒732-0057 082-262-2555一般社団法人　広島県宮内　美和 平29. 1.18歯   診療所
     科医師会　広島口腔保広島市東区二葉の里三丁目２番４常　勤:    2歯科医師会　会長　荒 移転 現存
     健センター 号 (歯       2)川　信介 平29. 1.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30001,3670,9 出崎歯科医院 〒732-0822 082-263-3063医療法人出崎歯科医院出崎　邦彦 平29. 2. 6歯   診療所
     広島市南区松原町３番１－１１９常　勤:    2　理事長　出崎　邦彦 移転 現存
     (歯       2) 平29. 2. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30101,3671,7 水内歯科医院 〒732-0822 082-568-0255水内　裕之 水内　裕之 平29. 2. 1歯   歯外 小歯診療所
     広島市南区松原町３番１－２０４常　勤:    1 移転 現存
     号ＥＫＩＣＩＴＹ　ＨＩＲＯＳＨ(歯       1) 平29. 2. 1
     ＩＭＡ　ＥＡＳＴ 非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  30201,3672,5 医療法人センターはる〒730-0031 082-258-5030医療法人センターはる地守　宏紀 平29. 4. 1歯   診療所
     歯科 広島市中区紙屋町二丁目２番２５常　勤:    1歯科　理事長　地守　 移転 現存
     号　４Ｆ (歯       1)宏紀 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30301,3674,1 おひさま歯科・小児歯〒730-0825 082-236-1180医療法人おひさま歯科辰本　将哉 平29. 6. 1歯   小歯 矯歯診療所
     科 広島市中区光南四丁目５番３４号常　勤:    2・小児歯科　理事長　 組織変更 現存
     安田ビル１階 (歯       2)辰本　将哉 平29. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30401,3675,8 Ｍデンタルオフィス 〒730-0048 082-248-6750三口　道義 三口　道義 平29. 7.12歯   診療所
     広島市中区竹屋町４番１２号ビリ常　勤:    1 新規 現存
     オネアＳ竹屋１階 (歯       1) 平29. 7.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30501,3676,6 歯科・川本医院 〒730-0016 082-225-7021中村　賀奈子 中村　賀奈子 平29. 7.12歯   歯外 小歯診療所
     広島市中区幟町１３－４マツダビ常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     ル３階 (歯       1) 平29. 7.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30601,3677,4 あだちツインズ歯科ク〒732-0802 082-258-4955安達　厚 安達　厚 平29. 9. 1歯   歯外 小歯診療所
     リニック　大州 広島市南区大州３－８－１６ 常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30701,3678,2 トーマス歯科クリニッ〒734-0003 082-251-1522内田　雄士 内田　雄士 平29.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 広島市南区宇品東６－１－１５イ常　勤:    2 新規 現存
     オン宇品店２Ｆ (歯       2) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30801,3679,0 やまの矯正歯科クリニ〒736-0085 082-888-8741山野　栄三 山野　栄三 平29.10. 1矯歯 歯   診療所
     ック 広島市安芸区矢野西４丁目３－１常　勤:    1 新規 現存
     １ (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30901,3680,8 中島歯科 〒732-0822 082-264-1108医療法人　中島歯科　中島　朋見 平29.10. 1歯   小歯 矯歯診療所
     広島市南区松原町１０番２５号芙常　勤:    3理事長　中島　朋見 組織変更 現存
     蓉ビル３階 (歯       3) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31001,3681,6 豊岡ヘルシー歯科クリ〒734-0005 082-255-0600医療法人鵬瑛会　理事豊岡　正隆 平29.10. 1歯   矯歯 歯外診療所
     ニック 広島市南区翠五丁目２２番２６号常　勤:    2長　豊岡　正隆 組織変更 小歯 現存
     (歯       2) 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  31101,3682,4 やましろ歯科クリニッ〒732-0029 082-883-0461医療法人　やましろ歯山城　啓文 平29.10. 1歯   小歯 診療所
     ク 広島市東区福田五丁目４０８４番常　勤:    2科クリニック　理事長 組織変更 現存
     地６ (歯       2)　山城　啓文 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31201,3683,2 こうの歯科・矯正歯科〒736-0083 082-516-5655医療法人社団裕晴会　河野　信也 平29.11. 1歯   小歯 矯歯診療所
     広島市安芸区矢野東四丁目４番２常　勤:    2理事長　河野　信也 組織変更 現存
     ７号 (歯       2) 平29.11. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31301,3684,0 住田歯科 〒730-0036 082-248-0706住田　真一 住田　真一 平30. 1. 1歯   診療所
     広島市中区袋町７－３ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31401,3685,7 三上歯科医院 〒734-0015 082-255-1230福井　康人 福井　康人 平30. 1.22歯   歯外 小歯診療所
     広島市南区宇品御幸１丁目９－２常　勤:    2 交代 現存
     ６－１０７ (歯       2) 平30. 1.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31501,3686,5 バスセンター歯科 〒730-0011 082-846-6444松村　興一郎 松村　興一郎 平30. 4. 2歯   診療所
     広島市中区基町６－２７広島セン常　勤:    1 新規 現存
     タービル９階 (歯       1) 平30. 4. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31601,3687,3 Ｊｏｈｎｎｙ　Ｄｅｎ〒730-0032 082-259-3666藤岡　光 藤岡　光 平30. 5. 1歯   歯外 小歯診療所
     ｔａｌ　Ｃｌｉｎｉｃ広島市中区立町４－４ＤＯＬＣＥ常　勤:    1 新規 現存
     立町３Ｆ (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31701,3688,1 聖歯科クリニック 〒736-0085 082-888-0408医療法人　Ｗｈｏｌｅ若松　聖 平30. 4. 1歯   歯外 矯歯診療所
     広島市安芸区矢野西一丁目３２番常　勤:    1　Ｏｎｅｓ　理事長　 組織変更 現存
     １１号アイスタ矢野２Ｆ (歯       1)若松　聖 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31802,3005,6 大谷歯科医院 〒733-0022 082-291-0116大谷　武彦 大谷　武彦 平 8. 7.20歯   診療所
     広島市西区天満町１８－１１ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平29. 7.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31902,3019,7 医療法人社団　前野歯〒730-0853 082-231-1188医療法人社団　前野歯前野　信夫 平 3. 8. 1歯   診療所
     科 広島市中区堺町２－４－１１ 常　勤:    3科　理事長　前野　信 組織変更 現存
     (歯       3)夫 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32002,3024,7 新見歯科医院 〒730-0853 082-231-1155新見　通敏 新見　通敏 平18. 5. 1歯   診療所
     広島市中区堺町１丁目２－１０ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  32102,3025,4 長上歯科医院 〒733-0812 082-271-4863松浦　蓉子 松浦　蓉子 平元. 7. 9歯   診療所
     広島市西区己斐本町１－２５－７常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 7. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32202,3026,2 真鍋歯科医院 〒733-0003 082-237-3337越智　久博 越智　久博 昭59.11. 1歯   診療所
     広島市西区三篠町１－１１－１１常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32302,3028,8 青景歯科医院 〒730-0834 082-293-1182青景　嗣麿 青景　嗣麿 平 7.12. 8歯   診療所
     広島市中区江波二本松２－１０－常　勤:    1 交代 現存
     ３５ (歯       1) 平28.12. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32402,3039,5 木本歯科医院 〒733-0861 082-271-3924木本　極 木本　極 平16.10. 1歯   診療所
     広島市西区草津東１丁目９－１１常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32502,3043,7 ツノダ歯科三篠横川ク〒733-0003 082-237-3901角田　和子 角田　達彦 昭32.10.31歯   小歯 診療所
     リニック 広島市西区三篠町２－５－１０ 常　勤:    3 新規 現存
     (歯       3) 平29.12. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32602,3050,2 中谷歯科医院 〒733-0011 082-291-6515中谷　昌慶 中谷　昌慶 平 8. 4. 1歯   診療所
     広島市西区横川町２－５－１２中常　勤:    1 移転 現存
     谷ビル２Ｆ (歯       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32702,3054,4 原田歯科医院 〒733-0036 082-231-0366原田　公麿 原田　公麿 平17. 4. 1歯   診療所
     広島市西区観音新町２丁目２－７常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32802,3057,7 山本歯科 〒730-0833 082-231-7101山本　亮 山本　亮 平20. 6. 1歯   歯外 小歯診療所
     広島市中区江波本町５－３０ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32902,3060,1 杉原歯科医院 〒733-0822 082-272-6620杉原　陽一 杉原　陽一 平 7. 4. 1歯   診療所
     広島市西区庚午中３－５－２０ 常　勤:    2 移転 現存
     (歯       2) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33002,3063,5 新谷歯科医院 〒733-0022 082-291-9111天間　裕文 天間　裕文 平14. 1. 1歯   小歯 診療所
     広島市西区天満町１８－６ 常　勤:    3 交代 現存
     (歯       3) 平26. 1. 1
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  33102,3065,0 ささき歯科医院 〒733-0006 082-237-1028佐々木　徳雄 佐々木　徳雄 昭39.10. 1歯   小歯 診療所
     広島市西区三篠北町１９－１６ 常　勤:    3 新規 現存
     (歯       3) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33202,3066,8 岡野歯科医院 〒730-0847 082-231-4427岡野　秀 岡野　秀 昭61. 5. 3歯   歯外 診療所
     広島市中区舟入南３－１９－１ 常　勤:    1 その他 現存
     (歯       1) 平28. 5. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33302,3067,6 熊谷歯科医院 〒733-0822 082-271-1974熊谷　友 熊谷　友 平11. 7. 5歯   診療所
     広島市西区庚午中１丁目５－１９常　勤:    1 交代 休止
     (歯       1) 平29. 7. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33402,3068,4 マエダ歯科医院 〒733-0022 082-232-5766前田　哲二 前田　哲二 平 7. 4. 1歯   診療所
     広島市西区天満町７－２２ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33502,3070,0 三浦歯科医院 〒733-0822 082-271-4059三浦　留貴 三浦　留貴 平19. 1. 1歯   診療所
     広島市西区庚午中２－１３－１０常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33602,3071,8 長尾歯科医院 〒733-0822 082-271-4370長尾　誠 長尾　誠 平 2.10. 1歯   診療所
     広島市西区庚午中４丁目１５－１常　勤:    1 移転 現存
     ９ (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33702,3072,6 三戸歯科医院 〒733-0012 082-293-6846三戸　敦史 三戸　敦史 平14. 1. 1歯   診療所
     広島市西区中広町２－２５－１２常　勤:    3 交代 現存
     (歯       3) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33802,3078,3 観音歯科医院 〒733-0037 082-233-1711田中　久寿雄 田中　久寿雄 昭50.12. 1歯   診療所
     広島市西区西観音町８－５ 常　勤:    3 その他 現存
     (歯       3) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33902,3082,5 アップル歯科クリニッ〒733-0821 082-274-4313尾山　直樹 尾山　直樹 平10. 5. 1歯   診療所
     ク 広島市西区庚午北２－１８－２０常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34002,3083,3 谷口歯科医院 〒731-3164 082-848-0014谷口　雅昭 谷口　雅昭 平 3. 6. 1歯   診療所
     広島市安佐南区伴東４－７－２７常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  34102,3094,0 戸田歯科医院 〒731-0221 082-812-3426戸田　康次郎 戸田　康次郎 昭55. 1. 1歯   診療所
     広島市安佐北区可部３丁目３５－常　勤:    1 交代 現存
     ８ (歯       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34202,3099,9 桑原歯科医院 〒731-0138 082-874-0165市川　健司 市川　健司 平20.10. 4歯   歯外 小歯診療所
     広島市安佐南区祇園２－３９－４常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平26.10. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34302,3103,9 山野井歯科医院 〒731-0138 082-874-0413山野井　裕 山野井　裕 平 5.10. 1歯   診療所
     広島市安佐南区祇園１－１０－１常　勤:    1 交代 現存
     ９ (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34402,3106,2 吉光歯科医院 〒731-0135 082-239-1885吉光　博史 吉光　博史 昭60. 7. 1歯   診療所
     広島市安佐南区長束３丁目３８－常　勤:    1 交代 現存
     ２７ (歯       1) 平30. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34502,3107,0 上重歯科医院 〒731-0113 082-874-5697上重　則之 上重　則之 昭46.10. 1歯   診療所
     広島市安佐南区西原４－１８－５常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34602,3108,8 岩崎歯科医院 〒731-0221 082-814-5201岩崎　博 岩崎　博 昭63. 4. 1歯   診療所
     広島市安佐北区可部４－８－１５常　勤:    2 移転 現存
     (歯       2) 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34702,3109,6 江盛歯科医院 〒733-0823 082-271-3749江盛　司郎 江盛　司郎 昭48. 1. 1歯   診療所
     広島市西区庚午南２－３５－２０常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34802,3110,4 木村歯科医院 〒739-1733 082-842-0120木村　真人 木村　真人 平 9. 3. 1歯   診療所
     広島市安佐北区口田南２－１２－常　勤:    1 交代 現存
     ３ (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34902,3113,8 福岡歯科医院 〒739-1752 082-844-0252福岡　八千枝 福岡　八千枝 平17. 9.25歯   診療所
     広島市安佐北区上深川町７５８－常　勤:    1 交代 現存
     １ (歯       1) 平29. 9.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35002,3119,5 西広島歯科医院 〒733-0812 082-272-1211佐藤　友之 佐藤　友之 平19. 3.14歯   診療所
     広島市西区己斐本町１－２４－７常　勤:    1 交代 現存
     　藤田ビル２０３号 (歯       1) 平25. 3.14
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  35102,3125,2 藤田歯科医院 〒731-0221 082-812-3506藤田　充伸 藤田　充伸 昭49. 5. 1歯   診療所
     広島市安佐北区可部４－１５－２常　勤:    1 新規 現存
     ２ (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35202,3126,0 藤岡歯科診療所 〒730-0852 082-231-3535藤岡　良暢 藤岡　良暢 昭49. 6. 1歯   診療所
     広島市中区猫屋町３－２８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35302,3132,8 ピノキオ歯科医院 〒733-0812 082-271-1203益田　邦男 益田　邦男 昭50. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     広島市西区己斐本町１－２３－１常　勤:    2 新規 現存
     ８ (歯       2) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35402,3134,4 光山歯科医院 〒730-0844 082-293-0592光山　武文 光山　武文 昭59. 7. 1歯   診療所
     広島市中区舟入幸町７－１４ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35502,3135,1 竹腰歯科医院 〒731-0141 082-878-6416竹腰　利光 竹腰　利光 昭50. 6. 1歯   診療所
     広島市安佐南区相田１－１２－６常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35602,3140,1 吉岡歯科医院 〒733-0033 082-293-1230吉岡　憲彦 吉岡　憲彦 昭59. 4. 1歯   診療所
     広島市西区観音本町１－２－６ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35702,3144,3 山河歯科医院 〒731-0102 082-879-5151山河　勝彦 山河　勝彦 昭51. 5.31歯   診療所
     広島市安佐南区川内３－１９－１常　勤:    1 移転 現存
     ３ (歯       1) 平30. 5.31
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35802,3149,2 今田歯科医院 〒733-0871 082-272-1323今田　和秀 今田　和秀 昭57. 9. 1歯   矯歯 診療所
     広島市西区高須２丁目２－７ 常　勤:    2 移転 現存
     (歯       2) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35902,3152,6 渡辺歯科医院 〒733-0011 082-295-2281渡辺　幸男 渡辺　幸男 昭60. 3. 1歯   矯歯 診療所
     広島市西区横川町３丁目３－６ヒ常　勤:    1 移転 現存
     ノイビル４Ｆ (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36002,3156,7 医療法人社団みずほ会〒739-1741 082-842-2688医療法人社団　みずほ世良　晴美 昭54. 3.31歯   矯歯 小歯診療所
     　高陽歯科医院 広島市安佐北区真亀３－３－１６常　勤:    2会　理事長　清水　徹 組織変更 現存
     (歯       2) 平30. 3.31
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36102,3157,5 医療法人社団　陽明会〒739-1733 082-842-7373医療法人社団　陽明会千田　禎 平元. 6. 1歯   小歯 診療所
     　松島歯科医院 広島市安佐北区口田南８－１－１常　勤:    3　理事長　松島　崇明 組織変更 現存
     ３ (歯       3) 平28. 6. 1
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  36202,3160,9 藤井歯科医院 〒733-0812 082-272-2020藤井　秀世 藤井　秀世 平11. 1. 1歯   診療所
     広島市西区己斐本町１丁目１９－常　勤:    1 移転 現存
     １１ (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36302,3162,5 清水歯科医院 〒731-0154 082-872-0648清水　勢一 清水　勢一 昭53. 4. 1歯   診療所
     広島市安佐南区上安２－１６－１常　勤:    1 新規 現存
     ９－３０１ (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36402,3163,3 下永歯科医院 〒731-0221 082-814-2211下永　知己 下永　知己 昭53. 5. 1歯   診療所
     広島市安佐北区可部３－３７－４常　勤:    1 新規 現存
     ０ (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36502,3164,1 西村歯科医院 〒731-0113 082-874-4188西村　好一 西村　好一 昭53. 5. 1歯   小歯 診療所
     広島市安佐南区西原９－１９－２常　勤:    1 新規 現存
     ４ (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36602,3165,8 岡村歯科医院 〒731-0152 082-879-0333岡村　俊昭 岡村　俊昭 昭53. 8. 1歯   診療所
     広島市安佐南区毘沙門台１－４－常　勤:    1 新規 現存
     １６ (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36702,3166,6 藤原歯科医院 〒733-0861 082-272-5848藤原　彰 藤原　彰 昭53. 9. 1歯   診療所
     広島市西区草津東２－１－１３ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36802,3167,4 北本歯科医院 〒733-0873 082-272-4525北本　純司 北本　純司 昭53. 9. 1歯   診療所
     広島市西区古江新町３－９－３０常　勤:    1 新規 現存
     ２ (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36902,3169,0 長谷川歯科医院 〒731-0125 082-879-7788長谷川　博 長谷川　博 昭60. 9.24歯   診療所
     広島市安佐南区大町西３－１３－常　勤:    1 移転 現存
     ３ (歯       1) 平24. 9.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37002,3170,8 大宮歯科医院 〒733-0007 082-238-8300田中　英樹 田中　英樹 昭54. 3. 1歯   診療所
     広島市西区大宮１－２７－４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37102,3171,6 藤岡歯科医院 〒731-0123 082-879-8811藤岡　卓雄 藤岡　卓雄 昭54. 4. 1歯   診療所
     広島市安佐南区古市２－１７－３常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37202,3175,7 吉岡歯科医院 〒730-0805 082-293-0418吉岡　道治 吉岡　道治 平20.10. 1歯   矯歯 診療所
     広島市中区十日市町２－９－５ 常　勤:    2 移転 現存
     (歯       2) 平26.10. 1
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  37302,3176,5 豊田歯科医院 〒733-0841 082-277-7271豊田　眞一 豊田　眞一 昭54. 7. 1歯   診療所
     広島市西区井口明神２－１－１８常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37402,3178,1 佐々木歯科 〒733-0833 082-277-1700佐々木　元 佐々木　元 昭54.11. 1歯   診療所
     広島市西区商工センター１丁目１常　勤:    1 新規 現存
     ４－１ (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37502,3180,7 野村歯科医院 〒731-0138 082-874-0302野村　昭子 野村　昭子 平 3. 2. 1歯   診療所
     広島市安佐南区祇園２－４２－１常　勤:    1 移転 現存
     ４ (歯       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37602,3182,3 円林歯科医院 〒731-0143 082-872-0033医療法人社団　円林歯円林　義一 平元.10. 1歯   診療所
     広島市安佐南区長楽寺１－８－１常　勤:    2科医院　理事長　円林 組織変更 現存
     １田中ビル１階 (歯       2)　義一 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37702,3183,1 若本歯科医院 〒731-0103 082-879-7373若本　普文 若本　普文 平18.12. 1歯   診療所
     広島市安佐南区緑井５－８－１ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37802,3184,9 田辺歯科クリニック 〒731-0121 082-877-1707田辺　直彦 田辺　直彦 平 2. 2. 1歯   診療所
     広島市安佐南区中須１－５６－２常　勤:    1 その他 現存
     １ (歯       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37902,3186,4 穴村歯科医院 〒731-0221 082-815-3211穴村　紳一 穴村　紳一 昭55. 8. 1歯   診療所
     広島市安佐北区可部２－７－２１常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38002,3187,2 医療法人アーク歯科ク〒733-0003 082-238-8148医療法人アーク歯科ク田原　弓子 平 5. 8. 1歯   小歯 矯歯診療所
     リニック 広島市西区三篠町三丁目６番９－常　勤:    1リニック　理事長　田 組織変更 歯外 現存
     ２０１号 (歯       1)原　弓子 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38102,3190,6 福永歯科医院 〒733-0035 082-292-2728福永　健一 福永　健一 昭55. 9. 1歯   診療所
     広島市西区南観音１－１１－３８常　勤:    2 新規 現存
     第２マサモトビル (歯       2) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38202,3194,8 バンビ小児歯科医院 〒733-0011 082-294-1777渡辺　美和子 渡辺　美和子 昭60. 3. 1小歯 診療所
     広島市西区横川町３丁目３－６ヒ常　勤:    2 移転 現存
     ノイビル３Ｆ (歯       2) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38302,3197,1 衣笠歯科医院 〒731-0137 082-874-8577田尾　良憲 田尾　良憲 平 3. 8. 1歯   診療所
     広島市安佐南区山本３丁目２１－常　勤:    2 移転 現存
     １０ (歯       2) 平24. 8. 1
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  38402,3198,9 せいぶ歯科医院 〒733-0841 082-277-9555医療法人朋友会　理事小林　讓治 平15. 5. 1歯   小歯 診療所
     広島市西区井口明神１丁目１４－常　勤:    4長　小林　讓治 組織変更 現存
     ４ (歯       4) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38502,3199,7 山岡歯科医院 〒731-0211 082-818-7005山岡　隆行 山岡　隆行 昭56. 4. 1歯   診療所
     広島市安佐北区三入１－２６－２常　勤:    2 新規 現存
     ０ (歯       2) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38602,3200,3 医療法人社団　うざき〒733-0035 082-292-0648医療法人社団　うざき鵜崎　裕則 平 4. 1. 1歯   診療所
     歯科 広島市西区南観音７丁目１３－２常　勤:    2歯科　理事長　鵜崎　 組織変更 現存
     ０ (歯       2)裕則 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38702,3201,1 中国歯科クリニック 〒730-0854 082-291-5011長谷川　潔 長谷川　潔 昭56. 6. 1歯   診療所
     広島市中区土橋町７－１中国新聞常　勤:    1 新規 現存
     ビル２Ｆ (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38802,3203,7 松村歯科医院 〒739-1732 082-843-8811松村　有三 松村　有三 昭56. 9. 1歯   診療所
     広島市安佐北区落合南１－２－２常　勤:    1 新規 現存
     ２ (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38902,3204,5 安達歯科医院 〒733-0002 082-239-2288安達　雄一 安達　雄一 昭56.11. 1歯   診療所
     広島市西区楠木町３－１３－３６常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39002,3205,2 にいたに歯科医院 〒731-0103 082-877-1131医療法人　永仁会　理仁井谷　究 平10. 4. 1歯   診療所
     広島市安佐南区緑井３－１２－１常　勤:    2事長　仁井谷　究 組織変更 現存
     ４ (歯       2) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39102,3207,8 横畑歯科医院 〒739-1731 082-843-0008医療法人　横畑歯科医横畑　裕之 平元.10. 1歯   診療所
     広島市安佐北区落合５－２８－１常　勤:    2院　理事長　横畑　裕 組織変更 現存
     ２ (歯       2)之 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39202,3209,4 佐々木歯科医院 〒731-0221 082-815-5588佐々木　敦 佐々木　敦 昭57. 5. 1歯   診療所
     広島市安佐北区可部５－７－５－常　勤:    1 新規 現存
     ９ (歯       1) 平30. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39302,3211,0 岩上歯科医院 〒739-1732 082-842-6480医療法人　静幸会　理児玉　暢生 平 4. 9. 1歯   診療所
     広島市安佐北区落合南２－３－１常　勤:    1事長　児玉　暢生 組織変更 現存
     ４ (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  39402,3212,8 山崎歯科クリニック 〒739-1734 082-843-2882山﨑　浩 山﨑　浩 平19. 9. 1歯   矯歯 診療所
     広島市安佐北区口田１丁目５－９常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39502,3214,4 はまもと歯科医院 〒731-0111 082-877-8888濱本　正弘 濱本　正弘 昭58. 4. 1歯   小歯 診療所
     広島市安佐南区東野２－１１－２常　勤:    1 新規 現存
     ９ (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39602,3215,1 山﨑歯科医院 〒731-0221 082-814-2225医療法人　山﨑歯科医穐田　俊二 平 6. 3. 1歯   小歯 歯外診療所
     広島市安佐北区可部５－１５－３常　勤:    2院　理事長　穐田　俊 組織変更 現存
     ３ (歯       2)二 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39702,3216,9 第一歯科医院 〒731-3164 082-848-3100日焼　正幸 日焼　正幸 昭58. 6. 1歯   矯歯 小歯診療所
     広島市安佐南区伴東５丁目８－１常　勤:    1 新規 現存
     ８ (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39802,3218,5 梅田歯科医院 〒733-0834 082-278-0418梅田　明 梅田　明 昭58. 7. 1歯   小歯 診療所
     広島市西区草津新町２－１８－１常　勤:    1 新規 現存
     １ (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39902,3220,1 浅川歯科 〒733-0873 082-273-5757浅川　敏文 浅川　敏文 昭58.12. 1歯   診療所
     広島市西区古江新町１７－３４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40002,3221,9 医療法人社団　淳和会〒731-0123 082-879-2233医療法人社団　淳和会川添　和幸 昭64. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     　川添歯科クリニック広島市安佐南区古市３丁目４－１常　勤:    3　理事長　川添　和幸 組織変更 歯外 現存
     ６ (歯       3) 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40102,3222,7 高崎歯科医院 〒731-0102 082-879-0505高崎　靖士 高崎　靖士 昭59. 4. 1歯   診療所
     広島市安佐南区川内５－２１－２常　勤:    2 新規 現存
     １ (歯       2) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40202,3223,5 いとう歯科 〒733-0821 082-271-7102伊藤　茂 伊藤　茂 昭59. 4. 1歯   診療所
     広島市西区庚午北２－６－６ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40302,3224,3 高橋歯科医院 〒733-0021 082-293-1233高橋　秀樹 高橋　秀樹 昭59. 4. 1歯   診療所
     広島市西区上天満町４－２中村ビ常　勤:    1 新規 現存
     ル１０２号 (歯       1) 平29. 4. 1
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  40402,3226,8 竹下歯科医院 〒731-0125 082-879-5252医療法人社団　健美会竹下　哲 平 9.10. 1歯   矯歯 診療所
     広島市安佐南区大町西３丁目５番常　勤:    5　理事長　竹下　哲 組織変更 現存
     ２８－２０１号 (歯       5) 平24.10. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40502,3228,4 川原歯科クリニック 〒731-0211 082-818-0041川原　洋 川原　洋 平12.10. 1歯   小歯 診療所
     広島市安佐北区三入３丁目２－２常　勤:    1 移転 現存
     ７ (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40602,3230,0 對木歯科医院 〒731-5127 082-921-0575對木　康人 對木　康人 平 8. 8. 8歯   診療所
     広島市佐伯区五日市４－２－３６常　勤:    1 その他 現存
     (歯       1) 平29. 8. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40702,3232,6 医療法人社団　あきひ〒731-5133 082-923-3123医療法人社団　あきひ山根　昭 平 6. 7. 1歯   矯歯 診療所
     ろ会　山根歯科医院 広島市佐伯区旭園４－２９山根ビ常　勤:    5ろ会　理事長　山根　 組織変更 現存
     ル２階 (歯       5)昭 平30. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40802,3233,4 甲野歯科医院 〒731-5155 082-921-2652甲野　峰基 甲野　峰基 昭56. 4. 9歯   診療所
     広島市佐伯区城山１－１５－８ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平29. 4. 9
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40902,3234,2 かどわき歯科医院 〒731-5136 082-921-2572門脇　敬二 門脇　敬二 平 6.10. 1歯   診療所
     広島市佐伯区楽々園５－２－１楠常　勤:    1 移転 現存
     ビル１Ｆ (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41002,3238,3 上本歯科医院 〒731-5128 082-922-4851上本　佳孝 上本　佳孝 平16. 7. 1歯   診療所
     広島市佐伯区五日市中央１－３－常　勤:    1 交代 現存
     ２６ (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41102,3240,9 福原歯科医院 〒731-5128 082-922-8728福原　清行 福原　清行 昭57. 4. 1歯   診療所
     広島市佐伯区五日市中央２－８－常　勤:    1 新規 現存
     ４３ (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41202,3242,5 たなべ歯科医院 〒731-5126 082-923-0490田辺　正弘 田辺　正弘 昭51. 7. 1歯   診療所
     広島市佐伯区新宮苑１１－１６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  41302,3244,1 慈晃歯科医院 〒731-5127 082-923-7400小嶺　龍治 小嶺　龍治 昭53. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     広島市佐伯区五日市５－１１－２常　勤:    1 新規 現存
     １－２０２ (歯       1) 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41402,3245,8 さぬき歯科医院 〒731-5136 082-921-0334讃岐　淳 讃岐　淳 平10. 1. 1歯   診療所
     広島市佐伯区楽々園４－２－１７常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41502,3247,4 松田歯科医院 〒731-5116 082-928-8137松田　克敏 松田　克敏 昭54. 1. 1歯   診療所
     広島市佐伯区八幡２－７－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41602,3251,6 山科歯科医院 〒731-5116 082-928-9711山科　透 山科　透 昭54.12. 1歯   診療所
     広島市佐伯区八幡２丁目２６－２常　勤:    3 新規 現存
     ７ (歯       3) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41702,3252,4 川崎歯科医院 〒731-5101 082-941-1418川崎　三樹 川崎　三樹 昭55. 3. 1歯   歯外 診療所
     広島市佐伯区五月が丘１丁目２２常　勤:    1 新規 現存
     －１８ (歯       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41802,3254,0 岡田歯科医院 〒731-5101 082-941-1222岡田　光正 岡田　光正 昭56. 4. 1歯   診療所
     広島市佐伯区五月ケ丘３－１－３常　勤:    1 新規 現存
     ６ (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41902,3256,5 桂歯科医院 〒731-5145 082-923-8810桂　和之 桂　和之 昭57. 8. 1歯   診療所
     広島市佐伯区隅ノ浜３丁目９－１常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42002,3258,1 八島歯科クリニック 〒731-0113 082-874-2646八島　愛富 八島　愛富 昭60. 9. 1歯   診療所
     広島市安佐南区西原４丁目３５－常　勤:    3 新規 現存
     １０ (歯       3) 平24. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42102,3259,9 いしばし歯科医院 〒739-1751 082-845-0008石橋　昌彦 石橋　昌彦 昭60.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     広島市安佐北区深川６丁目８－１常　勤:    1 新規 現存
     ８ (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42202,3260,7 横引歯科医院 〒731-0152 082-879-9003横引　昌樹 横引　昌樹 昭60.11. 1歯   診療所
     広島市安佐南区毘沙門台２丁目４常　勤:    1 新規 現存
     ２－２７ (歯       1) 平24.11. 1
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  42302,3262,3 グレイス歯科 〒733-0822 082-273-6006林　優美 林　優美 昭60.12. 1歯   小歯 診療所
     広島市西区庚午中４丁目４－２４常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42402,3264,9 平野歯科医院 〒731-5127 082-921-4798平野　斉之 平野　斉之 昭60.12. 1歯   歯外 小歯診療所
     広島市佐伯区五日市７丁目４－３常　勤:    1 新規 現存
     １ (歯       1) 平27.12. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42502,3265,6 みどり歯科医院 〒730-0847 082-292-2755浜松　保太郎 浜松　保太郎 昭61. 2. 1歯   診療所
     広島市中区舟入南４丁目１５－１常　勤:    1 新規 現存
     ０ＳＴビル２Ｆ (歯       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42602,3267,2 小早川歯科医院 〒739-1734 082-845-0118小早川　秀雄 小早川　秀雄 昭61. 3. 1歯   小歯 矯歯診療所
     広島市安佐北区口田４丁目９－２常　勤:    2 新規 現存
     ３ (歯       2) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42702,3268,0 横山歯科医院 〒731-0136 082-238-9221横山　昌憲 横山　昌憲 昭61. 6. 1歯   診療所
     広島市安佐南区長束西３－１－４常　勤:    1 新規 現存
     ０ (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42802,3269,8 萬歯科医院 〒733-0801 082-238-9131萬　浅行 萬　浅行 昭61. 6. 1歯   診療所
     広島市西区新庄町１４－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42902,3270,6 みどり歯科医院 〒733-0035 082-233-1414山崎　徹 山崎　徹 昭61. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     広島市西区南観音２－４－４８ 常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43002,3271,4 ヒライワ歯科医院 〒731-0154 082-872-6480平岩　正行 平岩　正行 平18.10. 1歯   小歯 矯歯診療所
     広島市安佐南区上安２丁目３２－常　勤:    7 移転 歯外 現存
     １１ (歯       7) 平24.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43102,3274,8 片山歯科医院 〒731-0154 082-878-0118片山　淳 片山　淳 昭61. 9. 1歯   小歯 診療所
     広島市安佐南区上安６－２６－１常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43202,3275,5 ミヤマ歯科医院 〒731-0141 082-872-4448深山　優 深山　優 昭61.10. 1歯   診療所
     広島市安佐南区相田２－６－１２常　勤:    1 新規 現存
     品村ビル３Ｆ (歯       1) 平28.10. 1
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  43302,3276,3 石嶋歯科医院 〒730-0831 082-231-8688石嶋　誠司 石嶋　誠司 昭61.11. 1歯   小歯 診療所
     広島市中区江波西１－２５－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43402,3277,1 医療法人社団　みずほ〒739-1743 082-843-2699医療法人社団　みずほ髙橋　理 昭61.12. 1歯   矯歯 小歯診療所
     会　倉掛歯科医院 広島市安佐北区倉掛３－４０－３常　勤:    1会　理事長　清水　徹 新規 現存
     (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43502,3278,9 林原歯科クリニック 〒730-0847 082-294-8848医療法人　寿盛会　理林原　久盛 平13. 4. 1歯   診療所
     広島市中区舟入南２丁目１－１ 常　勤:    6事長　林原　久盛 移転 現存
     (歯       6) 平25. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43602,3279,7 佐久間歯科クリニック〒733-0844 082-278-6540医療法人　志高会　理佐久間　高志 平 4. 1. 1歯   小歯 診療所
     広島市西区井口台２丁目２３－３常　勤:    1事長　佐久間　高志 組織変更 現存
     ２ (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43702,3280,5 医療法人　博美会　宮〒733-0802 082-230-0008医療法人　博美会　理宮脇　博正 平19.11. 1歯   診療所
     脇歯科医院 広島市西区三滝本町１丁目１－６常　勤:    1事長　宮脇　博正 組織変更 現存
     (歯       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43802,3281,3 福島歯科医院 〒733-0003 082-230-1188福島　一則 福島　一則 昭62. 4. 1歯   診療所
     広島市西区三篠町３－２０－１０常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43902,3282,1 楳林歯科医院 〒731-5135 082-921-5557楳林　正夫 楳林　正夫 昭62. 4. 1歯   診療所
     広島市佐伯区海老園１－５－５１常　勤:    2 新規 現存
     桂ビル２Ｆ (歯       2) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44002,3283,9 三浦歯科医院 〒731-5135 082-923-1771三浦　史 三浦　史 昭62. 4. 1歯   診療所
     広島市佐伯区海老園２－１０－２常　勤:    1 新規 現存
     １ (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44102,3284,7 山本歯科医院 〒733-0842 082-278-6464山本　敏也 山本　敏也 昭62. 5. 1歯   診療所
     広島市西区井口１－１－１Ｆビル常　勤:    1 新規 現存
     ２Ｆ (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44202,3285,4 川本歯科医院 〒731-5106 082-927-1771川本　耕司 川本　耕司 昭62. 5. 1歯   診療所
     広島市佐伯区利松１－８－５１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 5. 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

［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    45 頁

  44302,3286,2 井上歯科医院 〒731-1142 082-835-0114井上　泰治 井上　泰治 昭62. 7. 1歯   診療所
     広島市安佐北区安佐町大字飯室４常　勤:    1 新規 現存
     ０４８－２ (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44402,3289,6 大迫歯科クリニック 〒733-0816 082-273-1140窪内　信男 窪内　信男 昭63. 1. 1歯   診療所
     広島市西区己斐大迫２－２１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44502,3291,2 今井歯科医院 〒733-0863 082-278-7733今井　多聞 今井　多聞 昭63. 2. 1歯   診療所
     広島市西区草津南１丁目７－１０常　勤:    1 新規 現存
     みかみビル２Ｆ (歯       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44602,3293,8 医療法人社団みずほ会〒731-3362 082-837-1155医療法人社団みずほ会平賀　剛 昭63. 8. 1歯   診療所
     　久地歯科医院 広島市安佐北区安佐町大字久地１常　勤:    1　理事長　清水　徹 組織変更 現存
     ２０７－１ (歯       1) 平24. 8. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44702,3296,1 新田歯科医院 〒731-5136 082-921-7778新田　栄治 新田　栄治 昭63. 7. 1歯   診療所
     広島市佐伯区楽々園４丁目１３－常　勤:    1 新規 現存
     １４ (歯       1) 平30. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44802,3298,7 己斐上椿田歯科医院 〒733-0815 082-274-1616医療法人社団成美会　椿田　直也 平 2. 1. 1歯   診療所
     広島市西区己斐上１丁目１０－３常　勤:    1理事長　椿田　直也 組織変更 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44902,3299,5 近藤歯科医院 〒733-0012 082-234-0077近藤　倫明 近藤　倫明 平19.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     広島市西区中広町３丁目２１－６常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45002,3300,1 三宅歯科医院 〒733-0832 082-279-2705三宅　輝湖 三宅　輝湖 平元. 4. 1歯   診療所
     広島市西区草津港１丁目８－１中常　勤:    1 新規 現存
     央卸売市場関連棟１１２ (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45102,3301,9 森川歯科医院 〒731-0122 082-876-1155森川　眞行 森川　眞行 平元. 5. 1歯   小歯 診療所
     広島市安佐南区中筋１丁目１８－常　勤:    1 新規 現存
     ２５ (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45202,3302,7 石田歯科クリニック 〒733-0813 082-274-0808医療法人社団和田榮　石田　栄作 平 5. 9. 1歯   診療所
     広島市西区己斐中１丁目９－１９常　勤:    1理事長　石田　栄作 組織変更 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  45302,3303,5 きったか歯科クリニッ〒731-5125 082-924-2100橘高　耕三 橘高　耕三 平元. 6. 1歯   矯歯 小歯診療所
     ク 広島市佐伯区五日市駅前１丁目１常　勤:    1 新規 現存
     １－３７ＫＲビル２Ｆ (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45402,3304,3 山田歯科 〒733-0003 082-230-6480山田　俊二 山田　俊二 平元. 7. 1歯   診療所
     広島市西区三篠町３丁目２４－１常　勤:    1 新規 現存
     ８ (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45502,3306,8 大崎歯科医院 〒730-0806 082-234-3466大崎　吉郎 大崎　吉郎 平元. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     広島市中区西十日市町１０－１２常　勤:    1 新規 歯外 現存
     第３西十日市ビル１Ｆ (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45602,3307,6 佐久間歯科医院 〒733-0821 082-273-4114佐久間　光俊 佐久間　光俊 平元. 7. 1歯   診療所
     広島市西区庚午北３丁目１－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45702,3309,2 ゆずりは歯科医院 〒730-0805 082-232-2255楪　雅行 楪　雅行 平元.10. 1歯   小歯 診療所
     広島市中区十日市町１丁目４－２常　勤:    1 新規 現存
     ５妹尾ビル２Ｆ (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45802,3313,4 平尾歯科医院 〒733-0035 082-234-1180平尾　慶太 平尾　慶太 平 2.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     広島市西区南観音７丁目５－１４常　勤:    1 新規 現存
     ロイヤルシャトー中田１０２ (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45902,3314,2 医療法人社団みずほ会〒739-1742 082-842-0648医療法人社団みずほ会佐多　直樹 平 2.12. 1歯   診療所
     　亀崎歯科医院 広島市安佐北区亀崎１丁目２－２常　勤:    2　理事長　清水　徹 組織変更 現存
     ６第２タウンビル２Ｆ (歯       2) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46002,3317,5 たけした歯科医院 〒731-3361 082-838-3737竹下　貴久 竹下　貴久 平 3. 3. 1歯   診療所
     広島市安佐北区あさひが丘３丁目常　勤:    1 新規 現存
     １－２ (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46102,3318,3 医療法人社団双葉会　〒731-0122 082-870-3388医療法人社団双葉会　小羽田　康博 平 7. 1. 1歯   歯外 小歯診療所
     こはだ歯科医院 広島市安佐南区中筋３丁目２７－常　勤:    2理事長　小羽田　康博 組織変更 現存
     １６中筋クリニックビル４Ｆ (歯       2) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46202,3319,1 八谷歯科クリニック 〒731-0101 082-873-6661八谷　忠伸 八谷　忠伸 平 4. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     広島市安佐南区八木８丁目１１－常　勤:    1 移転 歯外 現存
     １７ (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46302,3320,9 祇園歯科クリニック 〒731-0113 082-874-4416山田　真司 山田　真司 平 3. 5. 1歯   診療所
     広島市安佐南区西原５－１７－１常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
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  46402,3321,7 松本歯科クリニック 〒731-0113 082-871-5727松本　仁門 松本　仁門 平 3. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     広島市安佐南区西原８丁目３４－常　勤:    1 新規 現存
     ５ (歯       1) 平30. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46502,3323,3 みむら歯科医院 〒739-1752 082-844-1158三村　範夫 三村　範夫 平18. 6. 1歯   小歯 矯歯診療所
     広島市安佐北区上深川町７８４－常　勤:    1 移転 現存
     ５ (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46602,3324,1 くわばら歯科医院 〒731-5116 082-927-1181桑原　雅夫 桑原　雅夫 平 3.11. 1歯   診療所
     広島市佐伯区八幡４丁目７－２５常　勤:    1 新規 現存
     ウィンディア八幡２Ｆ (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46702,3326,6 古胡歯科医院 〒733-0842 082-277-5177古胡　英明 古胡　英明 平 4. 2. 1歯   診療所
     広島市西区井口３丁目１０－２２常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46802,3330,8 宮﨑歯科医院 〒731-0144 082-872-5454宮﨑　誠也 宮﨑　誠也 平 4. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     広島市安佐南区高取北３丁目１－常　勤:    3 新規 現存
     ３５ (歯       3) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46902,3331,6 新見歯科医院 〒731-0137 082-871-0365新見　友章 新見　友章 平 4. 8. 1歯   診療所
     広島市安佐南区山本４丁目７－７常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47002,3334,0 中井歯科医院 〒731-0137 082-871-5353中井　健富 中井　健富 平 4.12. 1歯   診療所
     広島市安佐南区山本１丁目８－１常　勤:    1 新規 現存
     ９ (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47102,3335,7 河野歯科医院 〒731-0231 082-814-0418河野　美紀 河野　美紀 平 5. 2. 1歯   診療所
     広島市安佐北区亀山９丁目１２－常　勤:    1 新規 現存
     ４０山本ビル２Ｆ (歯       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47202,3336,5 医療法人社団　松本歯〒731-0231 082-815-5000医療法人社団　松本歯松本　浩一 平19. 9. 7歯   診療所
     科医院 広島市安佐北区亀山３丁目１－４常　勤:    1科医院　理事長　松本 移転 現存
     ４ (歯       1)　浩一 平25. 9. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47302,3337,3 やまもと歯科医院 〒739-1732 082-845-6480医療法人社団　やまも山本　晃生 平10. 4. 1歯   診療所
     広島市安佐北区落合南４丁目１－常　勤:    3と歯科医院　理事長　 組織変更 現存
     ３ (歯       3)山本　晃生 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  47402,3339,9 国家公務員共済組合連〒730-0805 082-294-7858国家公務員共済組合連山田　賢治 平10. 4. 1歯   診療所
     合会　広島記念診療所広島市中区十日市町１丁目６－８常　勤:    2合会　理事長　松元　 その他 現存
     (歯       2)崇 平28. 4. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47502,3340,7 ベアーズ小児歯科 〒733-0821 082-273-8148宮迫　隆典 宮迫　隆典 平 5.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     広島市西区庚午北２丁目１６－４常　勤:    1 新規 現存
     シャムロックビル２Ｆ (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47602,3341,5 たけだ歯科医院 〒733-0844 082-278-6480竹田　芳弘 竹田　芳弘 平 5.10. 1歯   小歯 診療所
     広島市西区井口台２丁目２２－１常　勤:    1 新規 現存
     ３ (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47702,3343,1 引地歯科医院 〒733-0834 082-278-1765医療法人　引地歯科医引地　渉 平16. 5. 1歯   診療所
     広島市西区草津新町２丁目１５－常　勤:    1院　理事長　引地　渉 組織変更 現存
     １９ (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47802,3345,6 野見山歯科医院 〒731-0221 082-815-0003野見山　幸治 野見山　幸治 平 6. 1. 1歯   診療所
     広島市安佐北区可部２丁目３３－常　勤:    2 移転 現存
     １７ (歯       2) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47902,3347,2 山田歯科医院 〒731-0124 082-870-7250山田　哲之 山田　哲之 平 6. 2. 1歯   診療所
     広島市安佐南区大町東３丁目３－常　勤:    1 新規 現存
     ８－５ (歯       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48002,3348,0 あけた歯科医院 〒731-0113 082-875-1358緋田　純一 緋田　純一 平 6. 2. 1歯   診療所
     広島市安佐南区西原１丁目１－１常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48102,3349,8 聖ヶ丘歯科医院 〒733-0011 082-293-7775松原　博久 松原　博久 平 6. 3. 1歯   診療所
     広島市西区横川町３丁目１０－５常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 3. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48202,3351,4 河野歯科医院 〒731-5114 082-928-2899河野　淳 河野　淳 平 6. 4. 1歯   診療所
     広島市佐伯区美鈴が丘西１－５－常　勤:    1 新規 現存
     ２０ (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48302,3352,2 松井歯科 〒730-0843 082-296-8148松井　一則 松井　一則 平 6. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     広島市中区舟入本町１３－４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
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  48402,3353,0 勝田歯科医院 〒731-0152 082-870-7155勝田　浩二 勝田　浩二 平 6. 6. 1歯   診療所
     広島市安佐南区毘沙門台３丁目２常　勤:    1 新規 現存
     ２－１７ (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48502,3354,8 古閑歯科医院 〒733-0032 082-294-5777古閑　美和子 古閑　美和子 平 6. 7. 1歯   歯外 診療所
     広島市西区東観音町２－１５ロッ常　勤:    1 新規 現存
     コ東観音コーポ (歯       1) 平30. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48602,3356,3 藤堂歯科医院 〒731-0103 082-870-6482藤堂　健治 藤堂　健治 平 6. 8. 1歯   診療所
     広島市安佐南区緑井３丁目２０－常　勤:    1 移転 現存
     １ (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48702,3357,1 坂木歯科医院 〒730-0841 082-231-3033坂木　慎司 坂木　慎司 平 6. 8. 1歯   小歯 診療所
     広島市中区舟入町９－７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48802,3358,9 むらかみ歯科医院 〒733-0035 082-503-3335村上　和億 村上　和億 平 6. 9. 1歯   小歯 診療所
     広島市西区南観音３丁目１－４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48902,3359,7 石本歯科クリニック 〒731-5134 082-921-4182石本　智教 石本　智教 平 6.12. 1歯   小歯 診療所
     広島市佐伯区海老山町３－８クレ常　勤:    1 新規 現存
     スト木屋１Ｆ (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49002,3360,5 岸本歯科医院 〒739-1731 082-843-0006岸本　秀樹 岸本　秀樹 平15. 5. 1歯   歯外 矯歯診療所
     広島市安佐北区落合１丁目４４－常　勤:    3 移転 現存
     ２ (歯       3) 平27. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49102,3361,3 片岡歯科医院 〒731-5152 082-927-8211片岡　直樹 片岡　直樹 平 7. 3. 1歯   小歯 診療所
     広島市佐伯区五日市町下河内６０常　勤:    1 新規 現存
     －１ (歯       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49202,3362,1 しまづつ歯科医院 〒731-0223 082-810-0118島筒　裕之 島筒　裕之 平 7. 3. 1歯   診療所
     広島市安佐北区可部南５丁目１５常　勤:    1 新規 現存
     －１６ (歯       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49302,3365,4 やない歯科クリニック〒730-0832 082-234-5121柳井　俊二 柳井　俊二 平 7. 5. 1歯   診療所
     広島市中区江波東１丁目１２－５常　勤:    1 新規 現存
     ０エスポワールビル１Ｆ (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  49402,3366,2 おごろち歯科クリニッ〒731-0144 082-872-4044大心池　清和 大心池　清和 平 7. 8. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 広島市安佐南区高取北１丁目４－常　勤:    2 新規 現存
     ２５－１ (歯       2) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49502,3367,0 本城歯科医院 〒731-0124 082-870-1300本城　優 本城　優 平 7. 8. 1歯   矯歯 小歯診療所
     広島市安佐南区大町東２丁目７－常　勤:    1 新規 現存
     ２５－６ (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49602,3370,4 かねこ歯科医院 〒731-5116 082-928-8200金子　重則 金子　重則 平 7.11. 1歯   診療所
     広島市佐伯区八幡３丁目２３－２常　勤:    1 新規 現存
     ５ (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49702,3371,2 しんたに歯科医院 〒733-0012 082-293-9855新谷　泰造 新谷　泰造 平 7.11. 1歯   診療所
     広島市西区中広町３丁目２－１０常　勤:    1 新規 現存
     明貴マンション２０１ (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49802,3372,0 高井歯科医院 〒731-0112 082-874-1811医療法人　双樹会　理高井　康博 平16.10. 1歯   歯外 小歯診療所
     広島市安佐南区東原１丁目１－２常　勤:    4事長　高井　康博 組織変更 現存
     　シーブリーズ東原七番館２階 (歯       4) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49902,3373,8 医療法人社団みずほ会〒731-3167 082-849-0004医療法人社団みずほ会日高　英邦 平 7.12. 1歯   矯歯 小歯診療所
     　Ａ．Ｃデンタルクリ広島市安佐南区大塚西６－１２－常　勤:    1　理事長　清水　徹 新規 現存
     ニック １Ａ・ＣＩＴＹプラザ１Ｆ (歯       1) 平28.12. 1
     非常勤:   17
     (歯      17)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50002,3377,9 こにし歯科医院 〒731-5124 082-925-0888小西　隆夫 小西　隆夫 平 8. 6. 1歯   小歯 診療所
     広島市佐伯区皆賀１丁目１３－５常　勤:    1 新規 現存
     －３ (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50102,3379,5 医療法人社団オーデッ〒731-0153 082-830-3223医療法人社団オーデッ岡本　莫 平12. 5. 1歯   診療所
     ク　岡本歯科医院 広島市安佐南区安東５丁目１７－常　勤:    1ク岡本歯科医院　理事 組織変更 現存
     １３ (歯       1)長　岡本　莫 平30. 5. 1
     非常勤:   24
     (歯      24)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50202,3381,1 よしの歯科クリニック〒733-0812 082-274-4618吉野　美穂 吉野　美穂 平 8. 7. 1歯   診療所
     広島市西区己斐本町３丁目５－１常　勤:    1 新規 現存
     ４ (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50302,3383,7 きむら歯科矯正歯科 〒731-0221 082-815-8800木村　浩司 木村　浩司 平 8.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     広島市安佐北区可部５－１－２６常　勤:    1 新規 現存
     ヴァーンベール細田２０４号 (歯       1) 平29.10. 1
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  50402,3385,2 林歯科医院 〒731-0102 082-879-2774林　貴司 林　貴司 平 8.11. 1歯   診療所
     広島市安佐南区川内６丁目８－３常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50502,3387,8 中本歯科クリニック 〒731-5101 082-941-1114中本　康道 中本　康道 平 9. 3. 1歯   矯歯 小歯診療所
     広島市佐伯区五月が丘２－６－１常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50602,3388,6 コイン通りデンタルク〒731-5135 082-943-0789鎌田　幸尚 鎌田　幸尚 平18. 5. 1歯   診療所
     リニック 広島市佐伯区海老園２－８－５ 常　勤:    2 移転 現存
     (歯       2) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50702,3391,0 みつい歯科医院 〒731-0135 082-239-5525三井　一史 三井　一史 平 9. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     広島市安佐南区長束３丁目３８－常　勤:    1 新規 現存
     １３ (歯       1) 平30. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50802,3393,6 おおさわ歯科医院 〒733-0002 082-238-1110大澤　章治 大澤　章治 平 9.10. 1歯   診療所
     広島市西区楠木町４丁目９－２６常　勤:    1 新規 現存
     　４Ｆ (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50902,3395,1 なかとみ歯科 〒731-0154 082-878-2500中冨　吉昭 中冨　吉昭 平 9.12. 1歯   小歯 矯歯診療所
     広島市安佐南区上安２丁目３０－常　勤:    2 新規 歯外 現存
     １５ (歯       2) 平27.12. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51002,3398,5 井上歯科医院 〒733-0812 082-507-0800井上　美子 井上　美子 平10. 1. 1歯   診療所
     広島市西区己斐本町３丁目５－４常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51102,3399,3 五日市ファミリー歯科〒731-5125 082-921-8148酒井　滋 酒井　滋 平10. 2. 1歯   小歯 診療所
     広島市佐伯区五日市駅前２丁目１常　勤:    2 新規 現存
     ８－１　２Ｆ (歯       2) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51202,3400,9 小田歯科・矯正歯科 〒731-0125 082-879-0648小田　義仁 小田　義仁 平10. 3. 1歯   矯歯 診療所
     広島市安佐南区大町西３丁目２１常　勤:    3 新規 現存
     －１３アド・グレイス１階 (歯       3) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51302,3401,7 たけだ歯科医院 〒731-0113 082-850-0800武田　泰三 武田　泰三 平10. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     広島市安佐南区西原６－６－２５常　勤:    2 新規 歯外 現存
     －１ (歯       2) 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
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  51402,3402,5 井藤矯正歯科 〒731-5125 082-925-5566井藤　一江 井藤　一江 平10. 4. 1矯歯 診療所
     広島市佐伯区五日市駅前２－１１常　勤:    2 新規 現存
     －１２－２０１ (歯       2) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51502,3403,3 泉川歯科医院 〒731-0124 082-877-0050泉川　卓也 泉川　卓也 平10. 4. 1歯   小歯 診療所
     広島市安佐南区大町東１－７－１常　勤:    1 新規 現存
     ２ (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51602,3405,8 さくま小児歯科クリニ〒731-0223 082-810-0555佐久間　信彦 佐久間　信彦 平10. 5. 1小歯 歯   診療所
     ック 広島市安佐北区可部南２－２－５常　勤:    1 新規 現存
     －１０５ (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51702,3406,6 ささき歯科 〒731-0113 082-850-0880佐々木　直 佐々木　直 平10. 5. 1歯   小歯 診療所
     広島市安佐南区西原１－２５－１常　勤:    1 新規 現存
     ３－１ (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51802,3407,4 さがら歯科 〒731-5136 082-925-5855相良　正明 相良　正明 平10. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     広島市佐伯区楽々園４－７－１ 常　勤:    2 新規 歯外 現存
     (歯       2) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51902,3408,2 いちのせ小児歯科 〒731-0102 082-876-5030一瀬　智生 一瀬　智生 平10. 5. 1歯   小歯 診療所
     広島市安佐南区川内５－３２－１常　勤:    1 新規 現存
     ２ (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52002,3410,8 中村歯科クリニック 〒730-0802 082-503-6480中村　隆一 中村　隆一 平10. 6. 1歯   歯外 診療所
     広島市中区本川町２－１－２４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52102,3411,6 きし歯科医院 〒733-0033 082-295-2323岸　文子 岸　文子 平10. 6. 1歯   診療所
     広島市西区観音本町１－２０－１常　勤:    1 新規 現存
     ６ (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52202,3412,4 医療法人社団　いちこ〒731-5128 082-925-6480医療法人社団　いちこ森野　芳之 平12.10. 1歯   小歯 診療所
     歯科医院 広島市佐伯区五日市中央５丁目１常　勤:    2歯科医院　理事長　森 組織変更 現存
     ０－１７ (歯       2)野　芳之 平24.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52302,3413,2 医療法人　ふじわら歯〒731-0122 082-830-5300医療法人　ふじわら歯藤原　夏樹 平16.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     科医院 広島市安佐南区中筋３丁目２９－常　勤:    1科医院　理事長　藤原 組織変更 歯外 現存
     ２３ (歯       1)　夏樹 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  52402,3414,0 やまき歯科医院 〒739-1742 082-845-8080山木　博司 山木　博司 平10. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     広島市安佐北区亀崎２丁目１４－常　勤:    1 新規 歯外 現存
     ２１ (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52502,3416,5 コープ共立歯科 〒731-0121 082-830-5181広島医療生活協同組合重平　哲哉 平10. 9. 1歯   小歯 診療所
     広島市安佐南区中須２丁目２０－常　勤:    5　理事長　青木　克明 新規 現存
     ３９ (歯       5) 平28. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52602,3417,3 からさき歯科医院 〒733-0821 082-507-3320唐﨑　操 唐﨑　操 平10.12. 1歯   診療所
     広島市西区庚午北２丁目１１－２常　勤:    1 新規 現存
     ０フィネスヒロタ１Ｆ (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52702,3418,1 あだち歯科医院 〒739-1732 082-840-0036足立　真悟 足立　真悟 平11. 3. 1歯   歯外 小歯診療所
     広島市安佐北区落合南１－１１－常　勤:    2 新規 矯歯 現存
     １３ (歯       2) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52802,3419,9 兼池歯科 〒731-5125 082-943-1881兼池　宏治 兼池　宏治 平11. 3. 1歯   診療所
     広島市佐伯区五日市駅前２－１５常　勤:    1 新規 現存
     －２　２Ｆ (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52902,3422,3 佐東歯科医院 〒731-0221 082-815-8881佐東　元 佐東　元 平11. 5. 1歯   小歯 診療所
     広島市安佐北区可部５－６－１６常　勤:    2 新規 現存
     コンフォート和泉１Ｆ (歯       2) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53002,3423,1 原田歯科医院 〒731-0103 082-831-1010原田　美彦 原田　美彦 平11. 5. 1歯   診療所
     広島市安佐南区緑井６丁目９－１常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53102,3426,4 あおば歯科 〒731-0138 082-846-2525井上　義久 井上　義久 平11. 7. 1歯   診療所
     広島市安佐南区祇園５－３－８ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53202,3427,2 しらかわ歯科クリニッ〒731-0211 082-810-1600白川　美穂子 白川　美穂子 平12. 3. 1歯   小歯 診療所
     ク 広島市安佐北区三入３丁目１３－常　勤:    1 新規 現存
     ３ (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53302,3429,8 山我歯科医院 〒733-0865 082-270-3737山我　貴之 山我　貴之 平12. 4. 1歯   診療所
     広島市西区草津本町３０－３　２常　勤:    1 新規 現存
     Ｆ (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  53402,3430,6 明見歯科医院 〒731-0136 082-509-0501明見　佳子 明見　佳子 平12. 5. 1歯   診療所
     広島市安佐南区長束西１－５－９常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53502,3431,4 ダンデンタルクリニッ〒731-0138 082-846-2244檀浦　靖憲 檀浦　靖憲 平12. 5. 1歯   小歯 診療所
     ク 広島市安佐南区祇園１丁目３６－常　勤:    1 新規 現存
     ９ (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53602,3434,8 中林齒科クリニック 〒731-5135 082-923-0573中林　浩樹 中林　浩樹 平12. 7. 1歯   診療所
     広島市佐伯区海老園２丁目６－２常　勤:    1 新規 現存
     ２ (歯       1) 平30. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53702,3435,5 山村歯科医院 〒739-1751 082-841-3741山村　健 山村　健 平12. 9. 1歯   診療所
     広島市安佐北区深川３－２５－１常　勤:    2 新規 現存
     ９ (歯       2) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53802,3437,1 ほりお歯科クリニック〒731-0231 082-819-1577堀尾　弘治 堀尾　弘治 平13. 3. 1歯   小歯 診療所
     広島市安佐北区亀山３丁目２４－常　勤:    1 新規 現存
     １５ (歯       1) 平25. 3. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53902,3439,7 土井ファミリー歯科医〒731-0154 082-832-7555土井　伸浩 土井　伸浩 平13. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     院 広島市安佐南区上安３丁目１－１常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     ０古田ビル２Ｆ (歯       1) 平25. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54002,3440,5 かしま歯科 〒731-0125 082-870-7089加島　弘之 加島　弘之 平13. 6. 1歯   小歯 診療所
     広島市安佐南区大町西１丁目４－常　勤:    1 新規 現存
     ３８ (歯       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54102,3441,3 聖心矯正歯科 〒733-0812 082-274-1055山田　英太郎 山田　英太郎 平13. 6. 1矯歯 小歯 診療所
     広島市西区己斐本町１丁目９－２常　勤:    1 新規 現存
     ０西広島ビル３Ｆ (歯       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54202,3443,9 中島歯科クリニック 〒731-3167 082-849-4220中島　旬 中島　旬 平13. 8. 1歯   小歯 矯歯診療所
     広島市安佐南区大塚西二丁目１番常　勤:    1 新規 現存
     ３２号第１２平勝ビル２０１ (歯       1) 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  54302,3444,7 さいとう歯科医院 〒731-5144 082-925-1100齋藤　淳 齋藤　淳 平13. 9. 1歯   小歯 矯歯診療所
     広島市佐伯区三筋２－７－２ 常　勤:    2 新規 歯外 現存
     (歯       2) 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54402,3445,4 よしだ矯正歯科 〒733-0873 082-507-7811吉田　志乃 吉田　志乃 平13.11. 1歯   矯歯 小歯診療所
     広島市西区古江新町４－１８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54502,3448,8 いのくち歯科・小児歯〒733-0812 082-275-0418井口　亨 井口　亨 平14. 2. 1歯   小歯 診療所
     科 広島市西区己斐本町１丁目８－２常　勤:    1 新規 現存
     ６ (歯       1) 平26. 2. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54602,3451,2 やました歯科 〒731-0223 082-812-0202山下　哲朗 山下　哲朗 平14. 5. 1歯   小歯 診療所
     広島市安佐北区可部南３丁目３－常　勤:    1 新規 現存
     ２３ (歯       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54702,3452,0 はしはら歯科クリニッ〒731-0113 082-832-2211橋原　真喜夫 橋原　真喜夫 平14. 8. 1歯   小歯 診療所
     ク 広島市安佐南区西原１丁目７－２常　勤:    1 新規 現存
     ２ (歯       1) 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54802,3453,8 さくらい歯科クリニッ〒731-5115 082-929-6480櫻井　宏樹 櫻井　宏樹 平14.10. 1歯   小歯 診療所
     ク 広島市佐伯区八幡東４丁目３２－常　勤:    1 新規 現存
     ２ (歯       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54902,3454,6 ほりえ歯科 〒731-5103 082-929-7101堀江　泰史 堀江　泰史 平14.11. 1歯   小歯 矯歯診療所
     広島市佐伯区藤の木３丁目２１－常　勤:    1 新規 現存
     １４ (歯       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55002,3456,1 歯科クリニック　エー〒731-3361 082-810-4680医療法人社団　ＩＧＬ深野木　豊 平15. 7. 1歯   診療所
     デルワイス 広島市安佐北区あさひが丘３丁目常　勤:    2医療会　理事長　富吉 組織変更 現存
     １８－１３－７－１０１ (歯       2)　俊三 平27. 7. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55102,3457,9 イチロー歯科診療所 〒731-5125 小島　一郎 小島　一郎 平15. 4. 1歯   診療所
     広島市佐伯区五日市駅前一丁目５常　勤:    1 新規 現存
     －２５ (歯       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55202,3458,7 スカイステージ歯科 〒731-0103 082-870-8884宗像　裕司 宗像　裕司 平15. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     広島市安佐南区緑井１丁目５番１常　勤:    1 新規 現存
     －３０７ (歯       1) 平27. 4. 1
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  55302,3459,5 ロワール歯科 〒733-0011 082-234-3737藤井　玲子 藤井　玲子 平15. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     広島市西区横川町２－１０－１０常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     　２Ｆ (歯       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55402,3460,3 田村歯科医院 〒733-0871 082-272-7753田村　秀文 田村　秀文 平15. 4. 1歯   小歯 診療所
     広島市西区高須１丁目１０－２７常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55502,3461,1 古江東歯科クリニック〒733-0872 082-507-4810二川　陽子 二川　陽子 平15. 5. 1歯   診療所
     広島市西区古江東町３－４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55602,3462,9 中筋歯科クリニック 〒731-0122 082-831-0578松本　紀幸 松本　紀幸 平15. 5. 1歯   歯外 小歯診療所
     広島市安佐南区中筋３－７－１８常　勤:    2 新規 現存
     パレグレース中筋ビル２Ｆ (歯       2) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55702,3464,5 十日市歯科クリニック〒730-0805 082-232-7626後藤　光宏 後藤　光宏 平15.10. 1歯   小歯 診療所
     広島市中区十日市町１丁目５－２常　勤:    1 新規 現存
     ８十日市ゴトービル２Ｆ (歯       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55802,3465,2 おやま歯科・矯正歯科〒730-0802 082-293-8148尾山　奈々子 尾山　奈々子 平15.12. 1歯   小歯 矯歯診療所
     クリニック 広島市中区本川町１－１－２２　常　勤:    1 新規 歯外 現存
     デルタビル２Ｆ (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55902,3466,0 ふなはし歯科医院 〒731-0137 082-846-3413舟橋　良和 舟橋　良和 平16. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     広島市安佐南区山本３－６－６ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56002,3468,6 よこがわ歯科 〒733-0011 082-296-2888三分一　福展 三分一　福展 平16. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     広島市西区横川町３丁目２－２９常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     　横川駅ＮＫビル３Ｆ (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56102,3469,4 ドーン歯科クリニック〒733-0003 082-509-2548仁野　裕美子 仁野　裕美子 平16. 4. 1歯   小歯 診療所
     広島市西区三篠３丁目１０－９ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56202,3470,2 谷口歯科クリニック 〒731-5142 082-943-8020谷口　洋平 谷口　洋平 平16. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     広島市佐伯区坪井１－３３－９ 常　勤:    2 新規 矯歯 現存
     (歯       2) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  56302,3471,0 よしたか歯科医院 〒730-0856 082-296-4100鈴木　良貴 鈴木　良貴 平16. 5. 1歯   小歯 診療所
     広島市中区河原町９－１０－２０常　勤:    1 新規 現存
     １ (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56402,3472,8 あらみつ歯科医院 〒730-0843 082-532-7388荒光　泰生 荒光　泰生 平16. 5. 1歯   診療所
     広島市中区舟入本町３－１６パー常　勤:    1 新規 現存
     クハイム舟入本町１Ｆ (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56502,3473,6 前田歯科 〒731-0154 082-872-6457前田　秀朗 前田　秀朗 平16. 5. 1歯   矯歯 歯外診療所
     広島市安佐南区上安２丁目４－３常　勤:    1 新規 現存
     ９．３Ｆ (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56602,3474,4 あさひ齒科醫院 〒731-0112 082-846-0118松原　繭子 松原　繭子 平16. 6. 1歯   小歯 診療所
     広島市安佐南区東原１丁目３－１常　勤:    1 新規 現存
     －１０１ (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56702,3476,9 かしわ歯科医院 〒731-3164 082-848-7775柏　伸行 柏　伸行 平17. 3. 1歯   小歯 診療所
     広島市安佐南区伴東５丁目２０－常　勤:    1 新規 現存
     ４４ (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56802,3479,3 大原駅前歯科 〒731-3164 082-849-0305医療法人社団優人会　湯淺　賢一 平19. 5. 1歯   歯外 小歯診療所
     広島市安佐南区伴東７丁目５９－常　勤:   13理事長　湯淺　賢一 組織変更 矯歯 現存
     １ (歯      13) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56902,3482,7 瀬川歯科医院 〒739-1734 082-841-6880瀬川　和司 瀬川　和司 平17. 6. 1歯   小歯 診療所
     広島市安佐北区口田３丁目２６－常　勤:    1 新規 現存
     ５　ＭＤＲビル３Ｆ (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57002,3486,8 はなのき歯科クリニッ〒731-3167 082-811-8915山田　泰生 山田　泰生 平18. 4. 1歯   歯外 小歯診療所
     ク 広島市安佐南区大塚西６－６－１常　勤:    2 新規 矯歯 現存
     (歯       2) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57102,3487,6 ひらた歯科 〒731-5125 082-943-4488平田　庸祐 平田　庸祐 平18. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     広島市佐伯区五日市駅前１丁目１常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     ３－４－２０１ (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57202,3489,2 こばやし歯科医院 〒733-0011 082-532-0488小林　正明 小林　正明 平18. 5. 1歯   診療所
     広島市西区横川町２丁目７－１９常　勤:    2 新規 現存
     　横川メディカルプラザ４階 (歯       2) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57302,3492,6 やまさき歯科 〒731-0137 082-875-5783山崎　昭英 山崎　昭英 平18. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     広島市安佐南区山本１丁目９－２常　勤:    1 新規 現存
     ６ (歯       1) 平30. 6. 1
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  57402,3494,2 伊丹歯科クリニック 〒731-5115 082-928-1888伊丹　宏之 伊丹　宏之 平18.12. 1歯   小歯 矯歯診療所
     広島市佐伯区八幡東２－２８－５常　勤:    2 新規 歯外 現存
     ４　２Ｆ (歯       2) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57502,3496,7 もちもちの木歯科医院〒730-0856 082-296-7008岡部　栄夫 岡部　栄夫 平19. 9.18歯   診療所
     広島市中区河原町５－１４－３　常　勤:    1 移転 現存
     １０１ (歯       1) 平25. 9.18
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57602,3499,1 安佐祇園デンタルクリ〒731-0138 082-874-1184桒原　一通 桒原　一通 平19. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ニック 広島市安佐南区祇園２丁目１１－常　勤:    1 新規 歯外 現存
     １６ロイヤル上祇園１Ｆ (歯       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57702,3503,0 下祇園駅前歯科 〒731-0138 082-875-3725武末　貴之 武末　貴之 平19. 5.30歯   小歯 歯外診療所
     広島市安佐南区祇園１－６－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 5.30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57802,3504,8 なぎさ歯科クリニック〒733-0006 082-230-5233中沖　泰三 中沖　泰三 平19. 6.20歯   小歯 歯外診療所
     広島市西区三篠北町１９－２７　常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     池田ビル２Ｆ (歯       1) 平25. 6.20
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57902,3505,5 あいおい通り歯科クリ〒733-0021 082-532-6480大井手　和久 大井手　和久 平19. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     ニック 広島市西区上天満町１０－３９ 常　勤:    3 新規 現存
     (歯       3) 平25. 9. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58002,3506,3 おおはら歯科クリニッ〒731-5136 082-922-8853大原　将史 大原　将史 平19. 9. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ク 広島市佐伯区楽々園４丁目１－３常　勤:    2 新規 歯外 現存
     ０ (歯       2) 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58102,3507,1 はしもと歯科医院 〒730-0846 082-503-0808橋本　隆 橋本　隆 平19.11. 8歯   小歯 矯歯診療所
     広島市中区西川口町１２－３ 常　勤:    3 移転 歯外 現存
     (歯       3) 平25.11. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58202,3510,5 亀宝歯科医院 〒731-0138 082-555-5577藪　健一郎 藪　健一郎 平20. 4. 1歯   小歯 診療所
     広島市安佐南区祇園２丁目３１－常　勤:    1 新規 現存
     １６－１ (歯       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  58302,3513,9 ゆかり歯科クリニック〒731-0102 082-879-0008河原　夕佳 河原　夕佳 平20. 8. 1歯   小歯 歯外診療所
     広島市安佐南区川内３－１－２２常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58402,3514,7 レイラ歯科クリニック〒733-0002 082-555-4618小玉　基史 小玉　基史 平20.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     広島市西区楠木町３丁目２－２０常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58502,3516,2 さつき歯科クリニック〒731-0113 082-555-0369徳永　憲佑 徳永　憲佑 平21. 2. 3歯   小歯 矯歯診療所
     広島市安佐南区西原４丁目１９－常　勤:    1 新規 歯外 現存
     ６ (歯       1) 平27. 2. 3
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58602,3518,8 こうご歯科 〒733-0822 082-275-1511小川　至則 小川　至則 平21. 4. 1歯   診療所
     広島市西区庚午中４－１９－２１常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58702,3519,6 こうごファミリー歯科〒733-0821 082-272-1191植野　憲 植野　憲 平21. 4.15歯   小歯 歯外診療所
     広島市西区庚午北３丁目４－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58802,3522,0 くにはら歯科医院 〒733-0012 082-231-9943國原　修 國原　修 平21. 3.18歯   診療所
     広島市西区中広町２丁目１７－８常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平27. 3.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58902,3523,8 よしみ歯科クリニック〒731-0137 082-962-0443 見　卓史 見　卓史 平21. 5. 1歯   小歯 診療所
     広島市安佐南区山本４丁目２６－常　勤:    1 新規 現存
     ２３　吉田ビル４Ｆ (歯       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59002,3524,6 保生堂歯科クリニック〒733-0823 082-274-2151進藤　典久 進藤　典久 平21. 5. 1歯   小歯 診療所
     広島市西区庚午南１丁目７番２５常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平27. 5. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59102,3525,3 医療法人社団　みずほ〒733-0011 082-296-4224医療法人社団　みずほ盛實　秀樹 平21. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     会　ゆず歯科医院 広島市西区横川町三丁目２－３６常　勤:    3会　理事長　清水　徹 移転 現存
     (歯       3) 平27. 6. 1
     非常勤:    5
     (歯       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  59202,3527,9 花木歯科医院 〒730-0803 082-942-6677花木　清隆 花木　清隆 平21. 9. 1歯   小歯 診療所
     広島市中区広瀬北町５－１－１０常　勤:    1 新規 現存
     １ (歯       1) 平27. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59302,3528,7 ジュン歯科クリニック〒733-0842 082-942-1802小笠原　純三 小笠原　純三 平21.11. 1歯   歯外 小歯診療所
     広島市西区井口４丁目２－２７ 常　勤:    2 新規 矯歯 現存
     (歯       2) 平27.11. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59402,3531,1 けやき歯科クリニック〒733-0822 082-942-1775福島　整 福島　整 平22. 1. 1歯   歯外 小歯診療所
     広島市西区庚午中３丁目１３－３常　勤:    2 新規 矯歯 現存
     (歯       2) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59502,3532,9 さおとめ歯科医院 〒731-0113 082-850-1740早乙女　裕彦 早乙女　裕彦 平22. 5. 1歯   診療所
     広島市安佐南区西原二丁目１１－常　勤:    1 新規 現存
     ８　第四森下ビル１Ｆ　１０１ (歯       1) 平28. 5. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59602,3533,7 ゆめ歯科クリニック 〒731-3168 082-811-8241尾尻　秀夫 尾尻　秀夫 平22. 6. 1歯   矯歯 小歯診療所
     広島市安佐南区伴南１丁目５－１常　勤:    1 新規 歯外 現存
     ８－８－３０２ (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59702,3534,5 エフ・デンタルクリニ〒731-3168 082-849-5151福原　泰明 福原　泰明 平22. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ック 広島市安佐南区伴南４丁目１－１常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59802,3536,0 竹腰歯科医院 〒733-0011 082-231-1895竹腰　利英 竹腰　利英 平22. 7.13歯   小歯 診療所
     広島市西区横川町２－８－９ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平28. 7.13
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59902,3538,6 あい歯科クリニック 〒731-5127 082-943-6480医療法人爽風会　理事田中　宏尚 平22.10. 1歯   診療所
     広島市佐伯区五日市五丁目６番２常　勤:    1長　田中　宏尚 組織変更 現存
     ６号イズミ五日市店別館２階 (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60002,3541,0 まつしま歯科クリニッ〒738-0601 0829-83-0119松島　寛明 松島　寛明 平22.11. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ク 広島市佐伯区湯来町大字和田字道常　勤:    1 移転 歯外 現存
     原１７８－１ (歯       1) 平28.11. 1
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  60102,3542,8 ファースト訪問歯科 〒731-0138 082-875-1116三宅　善子 三宅　善子 平23. 1. 1歯   診療所
     広島市安佐南区祇園四丁目８番４常　勤:    1 移転 現存
     号 (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60202,3544,4 医療法人　青心会　こ〒731-3168 082-811-9900医療法人　青心会　理青戸　光紀 平23. 4. 1歯   歯外 小歯診療所
     ころ歯科クリニック 広島市安佐南区伴南四丁目２０番常　勤:    1事長　青戸　光紀 組織変更 矯歯 現存
     ６号 (歯       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    7
     (歯       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60302,3545,1 のぞみ　歯科医院 〒733-0861 082-271-1441濱岡　代枝 濱岡　代枝 平23. 5. 1歯   小歯 診療所
     広島市西区草津東１－７－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60402,3546,9 なかやま歯科 〒731-0221 082-815-6988中山　裕夫 中山　裕夫 平23. 4.20歯   診療所
     広島市安佐北区可部３丁目６の１常　勤:    1 交代 現存
     ０ (歯       1) 平29. 4.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60502,3547,7 きよはら歯科クリニッ〒731-0103 082-831-6480医療法人社団　緑清会清原　真太郎 平23. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 広島市安佐南区緑井５－２９－１常　勤:    4　理事長　清原　真太 組織変更 矯歯 現存
     １ＳＵＺＵＫＩビル３Ｆ (歯       4)郎 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60602,3549,3 はなみずき歯科医院 〒731-5141 長谷川　直彦 長谷川　直彦 平23. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     広島市佐伯区千同１丁目１９－２常　勤:    1 新規 歯外 現存
     ６ (歯       1) 平29. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60702,3550,1 なお　デンタルクリニ〒733-0034 082-295-5008古本　直志 古本　直志 平23. 8. 1歯   小歯 歯外診療所
     ック 広島市西区南観音町５－１４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60802,3551,9 田中歯科医院 〒733-0036 082-292-9844田中　信吾 田中　信吾 平23. 7.22歯   診療所
     広島市西区観音新町１－５－１７常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平29. 7.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60902,3552,7 医療法人社団柊和会　〒733-0011 082-297-5564医療法人社団柊和会　濱田　泰三 平23. 8. 1歯   小歯 歯外診療所
     広島デンタルクリニッ広島市西区横川町三丁目８番２号常　勤:    1理事長　髙山　義央 組織変更 現存
     ク 八重洲ビル２階 (歯       1) 平29. 8. 1
     非常勤:    6
     (歯       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  61002,3553,5 ハートフル歯科 〒731-5127 082-943-2007柳原　 磨 柳原　 磨 平23. 9. 1歯   歯外 小歯診療所
     広島市佐伯区五日市５丁目１５－常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     ３ (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61102,3554,3 ヤスダデンタルクリニ〒733-0002 082-225-7030安田　昌紀 安田　昌紀 平23.10. 1歯   歯外 小歯診療所
     ック 広島市西区楠木町２丁目９－８　常　勤:    1 新規 現存
     １Ｆ (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61202,3555,0 坂井矯正歯科小児歯科〒731-5127 082-923-0070医療法人社団咸恒会　坂井　哲夫 平23.10. 1矯歯 小歯 歯  診療所
     広島市佐伯区五日市五丁目１０番常　勤:    4理事長　坂井　哲夫 組織変更 歯外 現存
     ２４号 (歯       4) 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61302,3557,6 しもやま歯科 〒739-1733 082-842-8277下山　耕正 下山　耕正 平23.10. 1歯   診療所
     広島市安佐北区口田南２－１６－常　勤:    1 移転 現存
     １７ (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61402,3558,4 おりづる歯科医院 〒731-0102 082-870-8102川本　博也 川本　博也 平23.12. 1歯   小歯 歯外診療所
     広島市安佐南区川内５丁目１０－常　勤:    2 移転 現存
     ２０ (歯       2) 平29.12. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61502,3559,2 さくら矯正歯科クリニ〒731-0137 082-225-6535長谷川　拓郎 長谷川　拓郎 平24. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     ック 広島市安佐南区山本２－３－２６常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61602,3560,0 青木歯科医院 〒731-0135 082-874-1180青木　裕 青木　裕 平24. 5. 1歯   歯外 矯歯診療所
     広島市安佐南区長束１－２－２２常　勤:    1 交代 小歯 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61702,3561,8 いたくら歯科医院 〒731-5143 082-925-6655板倉　一夫 板倉　一夫 平24. 6. 1歯   小歯 診療所
     広島市佐伯区三宅１丁目３－３０常　勤:    2 移転 現存
     (歯       2) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61802,3562,6 はんざわ歯科医院 〒731-5106 082-208-1170半澤　泰紀 半澤　泰紀 平24. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     広島市佐伯区利松２丁目２２－３常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平30. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  61902,3563,4 生協歯科ひろしま 〒733-0031 082-291-1333広島中央保健生活協同今川　裕敏 平24. 7. 2歯   小歯 矯歯診療所
     広島市西区観音町１６番１９号 常　勤:    7組合　代表理事　理事 移転 現存
     (歯       7)長　藤原　秀文 平30. 7. 2
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62002,3564,2 力田歯科医院 〒733-0852 082-277-7090力田　悦子 力田　悦子 平24. 8. 2歯   小歯 診療所
     広島市西区鈴が峰町１４－２５ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平24. 8. 2
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62102,3565,9 トモ歯科・矯正歯科 〒731-3164 082-848-6660石野　佳弘 石野　佳弘 平24. 9. 1歯   矯歯 小歯診療所
     広島市安佐南区伴東７－３２－４常　勤:    1 新規 歯外 現存
     １ (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62202,3568,3 あわや歯科クリニック〒731-5128 082-923-3147粟屋　博行 粟屋　博行 平24.11. 1歯   診療所
     広島市佐伯区五日市中央５丁目１常　勤:    1 新規 現存
     １番２６号 (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62302,3569,1 医療法人　健康プロ　〒731-0123 082-962-2550医療法人　健康プロ　藤中　慎治 平24.12. 1歯   小歯 診療所
     医院　ふるいち　歯の広島市安佐南区古市１－１６－１常　勤:    1理事長　藤中　慎治 組織変更 現存
     健康ドクター ７ (歯       1) 平24.12. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62402,3570,9 永田デンタルオフィス〒731-0223 082-814-9000永田　将昭 永田　将昭 平25. 1. 7歯   歯外 小歯診療所
     広島市安佐北区可部南四丁目９－常　勤:    2 新規 現存
     １５ (歯       2) 平25. 1. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62502,3572,5 山崎歯科医院 〒733-0033 082-231-6873山崎　香 山崎　香 平25. 1.15歯   診療所
     広島市西区観音本町１丁目２２－常　勤:    1 交代 現存
     ３０ (歯       1) 平25. 1.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62602,3573,3 なぎさ歯科 〒731-5131 082-921-2133藤井　宗仁 藤井　宗仁 平25. 4.18歯   歯外 小歯診療所
     広島市佐伯区藤垂園６－１ 常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平25. 4.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62702,3575,8 こじま矯正歯科 〒730-0856 082-293-5355医療法人基範会　理事小島　紘子 平25. 5. 1矯歯 診療所
     広島市中区河原町２番１３号 常　勤:    1長　小島　将督 組織変更 現存
     (歯       1) 平25. 5. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
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  62802,3576,6 とよた歯科クリニック〒733-0821 082-208-3918豊田　眞仁 豊田　眞仁 平25. 7. 3歯   小歯 歯外診療所
     広島市西区庚午北四丁目６番２２常　勤:    2 新規 現存
     号庚午田中ビル１階 (歯       2) 平25. 7. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62902,3577,4 フラワー歯科 〒731-3165 082-848-6855西谷　潤子 西谷　潤子 平25. 7. 1歯   診療所
     広島県広島市安佐南区伴中央６丁常　勤:    1 新規 現存
     目１３－３１－３Ａ (歯       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63002,3578,2 津島歯科クリニック 〒730-0804 082-231-2866津島　隆司 津島　隆司 平25. 7. 1歯   診療所
     広島市中区広瀬町７－５ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63102,3579,0 かしづき歯科クリニッ〒731-5135 082-923-8326河野　敦志 河野　敦志 平25. 8. 1歯   歯外 矯歯診療所
     ク 広島市佐伯区海老園１丁目１２－常　勤:    1 新規 小歯 現存
     ２６ (歯       1) 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63202,3580,8 医療法人社団　博寿会〒739-1734 082-843-8148医療法人社団　博寿会山下　浩朗 平25. 8. 1歯   小歯 歯外診療所
     　山下歯科クリニック広島市安佐北区口田一丁目１５番常　勤:    2　理事長　山下　達博 新規 現存
     ６号 (歯       2) 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63302,3581,6 山脇歯科 〒731-0143 082-832-7080医療法人山脇会　理事山脇　典士 平25.10. 1歯   歯外 小歯診療所
     広島市安佐南区長楽寺一丁目１９常　勤:    2長　山脇　典士 組織変更 矯歯 現存
     番１号 (歯       2) 平25.10. 1
     非常勤:    5
     (歯       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63402,3582,4 医療法人社団亮明会　〒733-0034 082-233-0118医療法人社団亮明会　田中　亮三 平25.10. 1歯   歯外 診療所
     旭橋歯科クリニック 広島市西区南観音町２１番３－２常　勤:    1理事長　田中　亮三 組織変更 現存
     ０１ (歯       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63502,3583,2 八木歯科クリニック 〒731-0101 082-873-4141着能　敬子 着能　敬子 平25.11. 1歯   矯歯 小歯診療所
     広島市安佐南区八木９丁目２３番常　勤:    1 交代 現存
     ２２号 (歯       1) 平25.11. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63602,3584,0 二井歯科クリニック 〒739-1742 082-841-2665医療法人　二井歯科ク二井　亮 平25.11. 1歯   矯歯 小歯診療所
     広島市安佐北区亀崎一丁目３番２常　勤:    3リニック　理事長　二 組織変更 歯外 現存
     ３号 (歯       3)井　亮 平25.11. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  63702,3585,7 ステラデンタルクリニ〒733-0844 082-277-8648豊田　育星 豊田　育星 平26. 2. 1歯   小歯 歯外診療所
     ック 広島市西区井口台２丁目１－１エ常　勤:    1 新規 現存
     イブル広島ビル１０２号 (歯       1) 平26. 2. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63802,3586,5 川越歯科医院 〒730-0834 082-231-8368川越　則昭 川越　則昭 平26. 3.13歯   診療所
     広島市中区江波二本松２－７－３常　勤:    2 移転 現存
     ０ (歯       2) 平26. 3.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63902,3587,3 ゆうこう歯科 〒731-0153 082-872-7878医療法人ゆうこう　理高橋　雄幸 平26. 4. 1歯   診療所
     広島市安佐南区安東二丁目１０番常　勤:    1事長　高橋　雄幸 組織変更 現存
     ２号 (歯       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64002,3588,1 すみれ歯科クリニック〒731-0101 082-873-1911岸本　亮義 岸本　亮義 平26. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     広島市安佐南区八木２丁目６－３常　勤:    1 新規 歯外 現存
     ９－７ (歯       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64102,3592,3 みしま歯科 〒731-0221 082-847-5771医療法人社団　三凜会三島　幸司 平26. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     広島市安佐北区可部三丁目３７番常　勤:    1　理事長　三島　幸司 組織変更 現存
     ３７号 (歯       1) 平26. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64202,3593,1 かなで歯科クリニック〒731-0137 082-962-2275三谷　崇宏 三谷　崇宏 平26. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     広島市安佐南区山本３丁目１－５常　勤:    1 新規 現存
     堀田ビル１０２ (歯       1) 平26. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64302,3594,9 いまおか歯科クリニッ〒739-1734 082-843-6480医療法人　いまおか歯今岡　康一 平26. 5. 1歯   診療所
     ク 広島市安佐北区口田一丁目１５番常　勤:    1科クリニック　理事長 組織変更 現存
     ２０号 (歯       1)　今岡　康一 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64402,3595,6 おおつぼ歯科クリニッ〒733-0851 082-507-0007医療法人おおつぼ歯科大坪　宏 平26. 5. 1歯   小歯 診療所
     ク 広島市西区田方二丁目１４番１０常　勤:    4クリニック　理事長　 組織変更 現存
     号 (歯       4)大坪　宏 平26. 5. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64502,3596,4 八幡歯科・矯正歯科 〒731-5116 082-928-6260末川　洋平 末川　洋平 平26. 6. 1歯   矯歯 小歯診療所
     広島市佐伯区八幡２－２２－２１常　勤:    2 新規 口腔外科 現存
     (歯       2) 平26. 6. 1
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  64602,3597,2 松村歯科クリニック 〒733-0812 082-272-5600医療法人翠松会　理事松村　英朗 平26. 8. 1歯   歯外 小歯診療所
     広島市西区己斐本町二丁目１５番常　勤:    2長　松村　英朗 新規 現存
     ４号 (歯       2) 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64702,3599,8 きなみ小児歯科・矯正〒731-5125 082-922-6480医療法人社団　きなみ河内　佳代 平26. 7.24小歯 矯歯 診療所
     歯科医院 広島市佐伯区五日市駅前一丁目１常　勤:    4　理事長　河内　佳代 移転 現存
     １番１号 (歯       4) 平26. 7.24
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64802,3601,2 もりかわ歯科クリニッ〒733-0874 082-507-1181森川　英彦 森川　英彦 平26.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 広島市西区古江西町１－２古江駅常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     前ビル１階 (歯       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64902,3602,0 ともデンタルクリニッ〒733-0007 082-237-0018医療法人志友会　理事藤田　友昭 平26.10. 1歯   診療所
     ク 広島市西区大宮二丁目２番２号 常　勤:    2長　藤田　友昭 移転 現存
     (歯       2) 平26.10. 1
     非常勤:    8
     (歯       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65002,3603,8 ワイズデンタルクリニ〒731-0103 082-846-4488中本　幸夫 中本　幸夫 平26.12. 1歯   小歯 歯外診療所
     ック 広島市安佐南区緑井２丁目２８番常　勤:    1 新規 現存
     ２８号 (歯       1) 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65102,3604,6 医療法人青心会メリィ〒731-3167 082-848-8840医療法人青心会　理事松岡　祐一 平27. 3. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ハウス歯科クリニック広島市安佐南区大塚西三丁目２番常　勤:    1長　青戸　光紀 交代 口腔外科 現存
     ９号 (歯       1) 平27. 3. 1
     非常勤:    5
     (歯       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65202,3605,3 ほほえみ歯科クリニッ〒731-0103 082-830-0118医療法人　Ｍ．コラソ杉岡　英明 平27. 4. 1歯   小歯 診療所
     ク 広島市安佐南区緑井四丁目１１番常　勤:    3ン　理事長　杉岡　英 組織変更 現存
     ２２号サーラシティ緑井２Ｆ (歯       3)明 平27. 4. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65302,3606,1 かまやま歯科 〒731-0221 082-815-8833釜山　憲二 釜山　憲二 平27. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     広島市安佐北区可部４丁目２４－常　勤:    2 移転 矯歯 現存
     ２７－１０１ (歯       2) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65402,3607,9 春日野歯科クリニック〒731-0139 082-850-3239藤原　意知緒 藤原　意知緒 平27. 8. 1歯   小歯 矯歯診療所
     広島市安佐南区山本新町２丁目１常　勤:    1 新規 口腔外科 現存
     ８－９－８信徳ビル２Ｆ (歯       1) 平27. 8. 1
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  65502,3608,7 フタバ歯科 〒733-0873 082-961-3341時安　喜久實 時安　喜久實 平27. 8. 1歯   診療所
     広島市西区古江新町１－２６岡村常　勤:    1 新規 現存
     ビル２Ｆ (歯       1) 平27. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65602,3609,5 アルパカこども矯正歯〒731-5124 082-576-6356林　明子 林　明子 平27. 9. 1矯歯 小歯 診療所
     科 広島市佐伯区皆賀１丁目１３－１常　勤:    1 新規 現存
     ４－１ (歯       1) 平27. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65702,3610,3 医療法人　宝歯会　広〒731-0138 082-871-6480医療法人　宝歯会　か井伊　智裕 平27. 7.24歯   小歯 矯歯診療所
     島祇園スマイル歯科小広島市安佐南区祇園三丁目２番１常　勤:    4じわら歯科医院　理事 移転 歯外 現存
     児歯科医院 号 (歯       4)長　梶原　浩喜 平27. 7.24
     非常勤:    5
     (歯       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65802,3611,1 松山歯科医院 〒731-5115 082-927-0555医療法人社団博歯会　松山　智博 平27.11. 1歯   歯外 小歯診療所
     広島市佐伯区八幡東三丁目１９番常　勤:    2理事長　松山　智博 組織変更 現存
     １１－５号 (歯       2) 平27.11. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65902,3612,9 もりした歯科クリニッ〒731-0112 082-874-6613医療法人社団　もりし森下　真行 平27.11. 1歯   小歯 診療所
     ク 広島市安佐南区東原二丁目６番３常　勤:    1た歯科クリニック　理 組織変更 現存
     ２－１０１号 (歯       1)事長　森下　真行 平27.11. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66002,3613,7 くにし歯科医院 〒731-5115 082-929-4500医療法人社団麻佑会　國司　政則 平27.12. 1歯   小歯 歯外診療所
     広島市佐伯区八幡東三丁目２８番常　勤:    1理事長　國司　政則 組織変更 矯歯 現存
     １７－４０３号 (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66102,3614,5 平岡歯科医院 〒733-0032 082-231-7817坂本　美子 坂本　美子 平27.11.14歯   診療所
     広島市西区東観音町１１－１１ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平27.11.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66202,3615,2 こせき矯正歯科 〒733-0812 082-271-8148医療法人社団　小跡会小跡　弘幸 平27.12.12矯歯 歯   診療所
     広島市西区己斐本町一丁目１７番常　勤:    2　理事長　小跡　清隆 移転 現存
     ５号 (歯       2) 平27.12.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  66302,3616,0 こころ衣笠歯科医院 〒731-3168 082-849-1200衣笠　裕紀 衣笠　裕紀 平28. 2. 1歯   小歯 診療所
     広島市安佐南区伴南４丁目３番３常　勤:    1 新規 現存
     ０－２号 (歯       1) 平28. 2. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66402,3617,8 前田歯科医院 〒730-0851 082-291-8391前田　羊一 前田　羊一 平28. 1. 1歯   診療所
     広島市中区榎町１０－１３やまき常　勤:    1 交代 現存
     ビル２Ｆ (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66502,3618,6 安佐歯科クリニック 〒731-0153 082-872-3455田中　佳恵 田中　佳恵 平28. 1.17歯   小歯 診療所
     広島市安佐南区安東２丁目９－２常　勤:    1 交代 現存
     ４ (歯       1) 平28. 1.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66602,3619,4 きずな歯科クリニック〒730-0804 082-232-8886明石　靖史 明石　靖史 平28. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     広島市中区広瀬町７番１０号パレ常　勤:    1 新規 現存
     広瀬１０２ (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66702,3620,2 上田ひろた歯科医院 〒731-5102 082-942-6111上田　浩大 上田　浩大 平28. 4. 1歯   歯外 矯歯診療所
     広島市佐伯区五日市町大字石内６常　勤:    1 新規 小歯 現存
     ７８２番地１ (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66802,3621,0 えのまち歯科クリニッ〒730-0851 082-215-4903古胡　怜 古胡　怜 平28. 4. 1歯   小歯 診療所
     ク 広島市中区榎町７－１ 常　勤:    1 新規 口腔外科 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66902,3622,8 もりもと矯正歯科 〒731-0122 082-831-2585医療法人もりもと矯正守本　優子 平28. 5. 1矯歯 診療所
     広島市安佐南区中筋三丁目７番１常　勤:    1歯科　理事長　守本　 組織変更 現存
     ８－３０５号 (歯       1)優子 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67002,3623,6 熊谷歯科クリニック 〒730-0806 082-532-1212医療法人鳩医会　理事熊谷　宏 平28. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     広島市中区西十日市町１番４号 常　勤:    1長　熊谷　宏 組織変更 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67102,3624,4 エイミー歯科 〒731-5128 082-961-5935 田　英子 田　英子 平28. 5. 1歯   歯外 小歯診療所
     広島市佐伯区五日市中央２丁目４常　勤:    1 新規 現存
     －３９サンサンコート利保１Ｆ (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  67202,3625,1 ミモザ歯科 〒731-0113 082-875-3500古本　博嗣 古本　博嗣 平28. 6. 1歯   診療所
     広島市安佐南区西原１丁目１１－常　勤:    3 新規 現存
     １０ (歯       3) 平28. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67302,3626,9 土井矯正歯科・小児歯〒731-5127 082-922-3117土井　健義 土井　健義 平28. 4.26歯   小歯 矯歯診療所
     科医院 広島市佐伯区五日市三丁目２－１常　勤:    2 移転 現存
     ６ (歯       2) 平28. 4.26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67402,3627,7 もりもと歯科クリニッ〒733-0815 082-271-8020医療法人社団いつき会森本　慎樹 平28. 8. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 広島市西区己斐上一丁目１１番３常　勤:    3　理事長　森本　慎樹 組織変更 現存
     ６号 (歯       3) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67502,3628,5 かさい歯科医院 〒731-0101 082-832-0232笠井　孝夫 笠井　孝夫 平28. 9. 1歯   診療所
     広島市安佐南区八木１丁目１９－常　勤:    2 新規 現存
     ２０ (歯       2) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67602,3629,3 生協さえき歯科 〒731-5115 082-926-1148広島中央保健生活協同星　正浩 平28.10. 1歯   小歯 診療所
     広島市佐伯区八幡東三丁目１１番常　勤:    3組合　代表理事　理事 新規 現存
     ２９号 (歯       3)長　藤原　秀文 平28.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67702,3630,1 久保歯科医院 〒733-0035 082-503-4477医療法人康慈会　理事久保　康治 平28.10. 1歯   診療所
     広島市西区南観音二丁目７番２１常　勤:    1長　久保　康治 組織変更 現存
     －２号 (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67802,3631,9 あだちツインズ歯科ク〒731-5136 082-922-6345安達　真 安達　真 平28.11. 1歯   歯外 小歯診療所
     リニック 広島市佐伯区楽々園３－２－１６常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平28.11. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67902,3632,7 坂田歯科医院 〒733-0812 082-272-9719医療法人坂田歯科医院坂田　雅昭 平28.11. 1歯   小歯 矯歯診療所
     広島市西区己斐本町三丁目１３番常　勤:    2　理事長　坂田　雅昭 組織変更 歯外 現存
     １５号 (歯       2) 平28.11. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68002,3634,3 公園通り歯科クリニッ〒731-5125 082-208-0131医療法人社団滋泉会　平塩　清滋 平28.11. 1歯   歯外 小歯診療所
     ク 広島市佐伯区五日市駅前三丁目１常　勤:    1理事長　平塩　清滋 組織変更 矯歯 現存
     番２５号 (歯       1) 平28.11. 1
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  68102,3635,0 さくらい歯科 〒730-0845 082-232-0860櫻井　博之 櫻井　博之 平29. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     広島市中区舟入川口町２１番３５常　勤:    1 新規 歯外 現存
     号　１階 (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68202,3636,8 みどり歯科 〒733-0035 082-233-1418山﨑　利恵 山﨑　利恵 平29. 2. 1歯   小歯 歯外診療所
     広島市西区南観音２丁目５－４１常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68302,3637,6 フェローデンタルクリ〒733-0003 082-225-8148医療法人社団瞳真会　名原　文子 平29. 3. 1歯   診療所
     ニック 広島市西区三篠町三丁目６番５号常　勤:    3理事長　名原　行徳 交代 現存
     グランディール三篠１０１号室 (歯       3) 平29. 3. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68402,3638,4 ゆき歯科クリニック 〒733-0035 082-291-4000岡田　浩幸 岡田　浩幸 平29. 4. 1歯   歯外 小歯診療所
     広島市西区南観音二丁目４番１６常　勤:    1 新規 現存
     号ひらいちセブン２Ｆ (歯       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68502,3639,2 まつき歯科医院 〒731-1142 082-835-2138松木　明 松木　明 平29. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     広島市安佐北区安佐町大字飯室字常　勤:    1 組織変更 現存
     源太屋敷１５７０－１ (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68602,3640,0 鎌田歯科クリニック 〒730-0847 082-293-0007鎌田　一道 鎌田　一道 平29. 4. 1歯   歯外 小歯診療所
     広島市中区舟入南１丁目４－６１常　勤:    2 移転 現存
     (歯       2) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68702,3641,8 はせがわファミリー歯〒730-0834 082-554-4866長谷川　聰 長谷川　聰 平29. 5. 1歯   歯外 小歯診療所
     科 広島市中区江波二本松２丁目５－常　勤:    2 新規 現存
     １３ (歯       2) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68802,3642,6 きたがわ歯科クリニッ〒731-0138 082-225-7648北川　尚嗣 北川　尚嗣 平29. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 広島市安佐南区祇園３丁目６４－常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     ６ (歯       1) 平29. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68902,3643,4 たかす歯科小児歯科ク〒733-0821 082-507-4182医療法人社団　大聖会石井　裕明 平29. 8. 7歯   小歯 歯外診療所
     リニック 広島市西区庚午北二丁目２３－２常　勤:    1　理事長　藤原　秀 新規 現存
     (歯       1) 平29. 8. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  69002,3644,2 ほり歯科医院 〒733-0842 082-554-5541堀　健太郎 堀　健太郎 平29. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     広島市西区井口５丁目１－８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69102,3645,9 アルパカ歯科 〒731-1141 082-835-1215林　英貴 林　英貴 平29. 9. 1歯   小歯 矯歯診療所
     広島市安佐北区安佐町大字鈴張１常　勤:    1 新規 現存
     ９５３ (歯       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69202,3646,7 はしかた歯科　小児歯〒733-0003 082-509-1108箸方　厚之 箸方　厚之 平29.12. 1歯   小歯 矯歯診療所
     科 広島市西区三篠町１丁目８－６ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平29.12. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69302,3647,5 川岡歯科クリニック 〒731-5135 090-1353-7533川岡　紫帆 川岡　紫帆 平30. 1. 1歯   小歯 診療所
     広島市佐伯区海老園２－３－８　常　勤:    1 新規 現存
     １Ｆ (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69402,3648,3 岡橋歯科医院 〒731-0138 082-874-0151岡橋　伸吾 岡橋　伸吾 平30. 1. 1歯   歯外 小歯診療所
     広島市安佐南区祇園２－２３－２常　勤:    2 交代 現存
     ０ (歯       2) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69502,3649,1 かわもと歯科クリニッ〒731-5124 082-923-6188河本　和繁 河本　和繁 平30. 3. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ク　坂の上の歯医者さ広島市佐伯区皆賀２丁目７－２３常　勤:    2 交代 現存
     ん (歯       2) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69602,3650,9 うつのみや歯科 〒731-0231 082-815-5551医療法人やまゆり会　宇都宮　誠 平30. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     広島市安佐北区亀山二丁目６番１常　勤:    2理事長　宇都宮　誠 組織変更 現存
     ８号 (歯       2) 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69702,3651,7 勝島歯科医院 〒731-5141 082-923-7500豊田　将志 豊田　将志 平30. 5. 1歯   小歯 診療所
     広島市佐伯区千同２－１４－３２常　勤:    1 新規 現存
     　２Ｆ (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69802,3652,5 梅木歯科医院 〒733-0033 082-231-6726小林　裕子 小林　裕子 平30. 5. 1歯   診療所
     広島市西区観音本町２－７－２８常　勤:    3 交代 現存
     (歯       3) 平30. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
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  69905,3011,7 米谷歯科医院 〒737-0045 0823-21-4123米谷　明 米谷　明 平10. 8. 1歯   診療所
     呉市本通４－７－３ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70005,3016,6 森田歯科医院 〒737-0805 0823-21-8006森田　晃 森田　晃 昭32.10. 1歯   診療所
     呉市東片山町１０－１３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.12.10
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70105,3017,4 医療法人社団　里見歯〒737-0052 0823-21-3966医療法人社団　里見歯里見　誠勇 平 4. 7. 1歯   診療所
     科 呉市東中央４－４－３２ 常　勤:    1科　理事長　里見　誠 組織変更 現存
     (歯       1)勇 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70205,3021,6 小早川歯科医院 〒737-0003 0823-73-4180谷本　澄江 谷本　澄江 平10. 7. 1歯   小歯 診療所
     呉市阿賀中央６丁目１２－１９ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70305,3023,2 大附歯科医院 〒737-0045 0823-21-2873大附　敏之 大附　敏之 平18.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     呉市本通８丁目９－１ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70405,3025,7 辰川歯科医院 〒737-0046 0823-21-9727辰川　恵 辰川　恵 昭62. 2. 1歯   診療所
     呉市中通２－４－１５ 常　勤:    3 交代 現存
     (歯       3) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70505,3029,9 宇根本歯科医院 〒737-0003 0823-73-7714小出　康子 小出　康子 平20. 1. 1歯   診療所
     呉市阿賀中央８－３－１３ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70605,3030,7 清田歯科医院 〒737-0045 0823-21-4717清田　晴夫 清田　晴夫 昭56. 1. 1歯   診療所
     呉市本通７－１４－４ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70705,3031,5 高橋歯科医院 〒737-0052 0823-21-3839高橋　潤一郎 高橋　潤一郎 昭32.10. 1歯   診療所
     呉市東中央１丁目４－１５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.10. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70805,3032,3 亀本歯科クリニック 〒737-0853 0823-31-0118医療法人　興祉会　理亀本　興紀 平10. 7. 1歯   歯外 診療所
     呉市吉浦中町１丁目４－１ 常　勤:    2事長　亀本　興紀 移転 現存
     (歯       2) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  70905,3033,1 鈴木歯科医院 〒737-0821 0823-21-7312鈴木　健夫 鈴木　健夫 平 6. 7.25歯   矯歯 小歯診療所
     呉市三条３丁目７－１ 常　勤:    1 交代 歯外 現存
     (歯       1) 平30. 7.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71005,3035,6 高森歯科医院 〒737-0051 0823-21-7319高森　晃 高森　晃 平13. 5. 1歯   診療所
     呉市中央３丁目１１－１２パンビ常　勤:    1 交代 現存
     ル１階Ｄ号 (歯       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71105,3041,4 上重歯科医院 〒737-0103 0823-73-3200上重　克之 上重　克之 昭62. 1. 8歯   診療所
     呉市広塩焼１－５－２ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平29. 1. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71205,3048,9 大下歯科医院 〒737-0821 0823-21-6080大下　正純 大下　正純 昭60. 1. 1歯   診療所
     呉市三条４－９－８ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71305,3050,5 医療法人社団　ナンバ〒737-0045 0823-21-2837医療法人社団　ナンバ難波　一郎 平 5. 9. 1歯   歯外 小歯診療所
     歯科 呉市本通２丁目１－１９ 常　勤:    1歯科　理事長　難波　 組織変更 現存
     (歯       1)一郎 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71405,3055,4 桜井歯科医院 〒737-0045 0823-23-6454櫻井　隆 櫻井　隆 昭32.10. 1歯   診療所
     呉市本通２丁目３－２４ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71505,3058,8 医療法人　本通クリニ〒737-0045 0823-25-5279医療法人　本通クリニ林　昭志 平 6. 2. 1歯   診療所
     ック　赤川歯科医院 呉市本通３丁目４－７ 常　勤:    1ック　理事長　赤川　 組織変更 現存
     (歯       1)知恵 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71605,3059,6 中原歯科医院 〒737-0012 0823-28-0030中原　信弘 中原　信弘 平18. 6. 1歯   小歯 診療所
     呉市警固屋４丁目６－１４ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71705,3069,5 医療法人社団　新風会〒737-0045 0823-21-5937医療法人社団　新風会佐伯　正治 平 6. 8. 1歯   矯歯 小歯診療所
     　佐伯歯科 呉市本通１－５－１２ 常　勤:    1　理事長　佐伯　正治 組織変更 歯外 現存
     (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71805,3071,1 田澤歯科医院 〒737-0051 0823-21-6580田澤　孝敏 田澤　孝敏 平11. 8.21歯   矯歯 小歯診療所
     呉市中央５丁目２－３ 常　勤:    1 交代 歯外 現存
     (歯       1) 平29. 8.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  71905,3083,6 武田歯科医院 〒737-0024 0823-21-5554武田　正視 武田　正視 昭53. 2.21歯   診療所
     呉市宮原４－４－１８ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平29. 2.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72005,3089,3 西原歯科医院 〒737-0052 0823-21-4430西原　勝 西原　勝 平13. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     呉市東中央２丁目４－５ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72105,3091,9 己斐歯科医院 〒737-0045 0823-25-7532己斐　守 己斐　守 平15. 2. 1歯   矯歯 診療所
     呉市本通１丁目８－１４ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平27. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72205,3092,7 ふくなが歯科クリニッ〒737-0821 0823-21-7759福永　誠 福永　誠 平19. 4. 1歯   小歯 診療所
     ク 呉市三条１－５－１６ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72305,3093,5 池田歯科医院 〒737-0003 0823-71-8226池田　敦治 池田　敦治 平15. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     呉市阿賀中央２丁目３－８ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平27. 6. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72405,3106,5 笹野歯科医院 〒737-0045 0823-21-6016石橋　賢司 石橋　賢司 昭44. 9.27歯   診療所
     呉市本通４－２－７ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平29. 9.27
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72505,3108,1 医療法人社団　田口歯〒737-0933 0823-33-0827医療法人社団　田口歯佐々木　拓也 平 3. 8. 1歯   診療所
     科医院 呉市焼山桜ケ丘３丁目３－２１ 常　勤:    2科医院　佐々木　拓也 組織変更 現存
     (歯       2) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72605,3110,7 岡田歯科医院 〒737-0046 0823-23-1353岡田　亮 岡田　亮 平18. 2. 1歯   診療所
     呉市中通２丁目１－２１ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72705,3112,3 灘田歯科医院 〒737-0046 0823-21-2438灘田　義弘 灘田　義弘 昭49. 2. 1歯   診療所
     呉市中通３丁目３－２７ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72805,3113,1 西原歯科医院 〒737-0003 0823-72-9456仁井内　徹夫 仁井内　徹夫 平19. 3. 1歯   診療所
     呉市阿賀中央６丁目８－１３ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平25. 3. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
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  72905,3115,6 水野歯科医院 〒737-0125 0823-73-0120水野　良行 水野　良行 昭50. 4. 1歯   診療所
     呉市広本町３－１６－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73005,3116,4 キモト歯科 〒737-0045 0823-24-2422木本　知秀 木本　知秀 平18. 4. 1歯   小歯 診療所
     呉市本通３丁目６－１５　２Ｆ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73105,3117,2 角西歯科医院 〒737-0012 0823-28-3688角西　俊三 角西　俊三 昭50. 6. 1歯   診療所
     呉市警固屋４－２－２０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73205,3120,6 マリモ歯科医院 〒737-0046 0823-24-5311藤井　久富 藤井　久富 昭51. 2. 1歯   診療所
     呉市中通４－７－１４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73305,3122,2 中央歯科 〒737-0051 0823-24-0422灘田　義治 灘田　義治 昭56.11.24歯   診療所
     呉市中央２－１－７ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平29.11.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73405,3123,0 末光歯科医院 〒737-0145 0823-79-1810末光　哲雄 末光　哲雄 昭61. 8.12歯   診療所
     呉市仁方西神町６－５ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平28. 8.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73505,3128,9 森岡歯科医院 〒737-0001 0823-73-6171森岡　一宰 森岡　一宰 昭53. 4. 1歯   診療所
     呉市阿賀北５－３４－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73605,3129,7 医療法人社団　柏村歯〒737-0045 0823-25-3601医療法人社団　柏村歯柏村　真 平 8. 1. 1歯   診療所
     科 呉市本通３－１－１９ 常　勤:    2科　理事長　柏村　真 組織変更 現存
     (歯       2) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73705,3132,1 辰川歯科医院 〒737-0051 0823-25-5077辰川　博 辰川　博 昭54. 5. 1歯   診療所
     呉市中央６－１－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73805,3133,9 西田歯科医院 〒737-0125 0823-73-5181西田　清治 西田　清治 平16. 3. 1歯   診療所
     呉市広本町３丁目３－９ 常　勤:    2 移転 現存
     (歯       2) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  73905,3135,4 足利歯科医院 〒737-0853 0823-31-8011足利　明 足利　明 平12. 8.17歯   診療所
     呉市吉浦中町２丁目６－９ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平24. 8.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74005,3137,0 岡野歯科医院 〒737-0141 0823-73-0234岡野　哲典 岡野　哲典 昭55. 4. 1歯   診療所
     呉市広大新開１－４－１５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74105,3138,8 佐藤歯科医院 〒737-0935 0823-34-0700佐藤　享一 佐藤　享一 昭55. 5. 1歯   診療所
     呉市焼山中央１－１０－８－２０常　勤:    1 新規 現存
     １ (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74205,3139,6 福場歯科医院 〒737-0051 0823-24-7171福場　祥郎 福場　祥郎 昭56. 2. 1歯   診療所
     呉市中央３－１２－４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74305,3140,4 佐々木歯科医院 〒737-0123 0823-71-3377佐々木　元 佐々木　元 昭56. 9. 1歯   小歯 矯歯診療所
     呉市広両谷３－２－７ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74405,3143,8 脇歯科医院 〒737-0046 0823-24-9777脇　秀典 脇　秀典 昭57. 1. 1歯   診療所
     呉市中通４－１－２７ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74505,3144,6 ファミリー歯科医院 〒737-0051 0823-25-4600西原　秀実 西原　秀実 昭57. 6. 1歯   診療所
     呉市中央５－１－３０－２０１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74605,3146,1 上田歯科医院 〒737-0072 0823-24-7216上田　治 上田　治 昭58. 5. 1歯   診療所
     呉市東畑１－４－１５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74705,3147,9 医療法人　前谷歯科ク〒737-0125 0823-74-0654医療法人　前谷歯科ク前谷　照男 平 8.10. 1歯   診療所
     リニック 呉市広本町２－１５－７ 常　勤:    1リニック　理事長　前 移転 現存
     (歯       1)谷　照男 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74805,3148,7 カマタ歯科医院 〒737-0154 0823-79-1114鎌田　郁太郎 鎌田　郁太郎 昭58.11. 1歯   診療所
     呉市仁方桟橋通６－２６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74905,3149,5 医療法人社団　仁方歯〒737-0152 0823-79-6866医療法人社団　仁方歯市川　一平 平11. 5. 1歯   診療所
     科医院 呉市仁方本町１丁目１－３ 常　勤:    1科医院　理事長　市川 組織変更 現存
     (歯       1)　一平 平29. 5. 1
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  75005,3150,3 医療法人社団　でさき〒737-0045 0823-23-7234医療法人社団　でさき出崎　喜彦 平 6. 8. 1歯   矯歯 小歯診療所
     歯科 呉市本通５丁目５－１１ 常　勤:    1歯科　理事長　出崎　 組織変更 現存
     (歯       1)喜彦 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75105,3151,1 平岡歯科医院 〒737-0911 0823-34-0688平岡　稔 平岡　稔 平13. 3. 1歯   診療所
     呉市焼山北１丁目７－１０ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75205,3155,2 野間歯科医院 〒737-0811 0823-24-7600野間　正孝 野間　正孝 平14.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     呉市西中央１丁目３－１０ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75305,3157,8 向山歯科医院 〒737-0004 0823-74-1182向山　勝 向山　勝 昭62. 8. 3歯   診療所
     呉市阿賀南４－４－１５ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75405,3158,6 小早川歯科医院 〒737-0046 0823-21-2066小早川　博昭 小早川　博昭 昭62.12. 1歯   小歯 矯歯診療所
     呉市中通２－１－２８ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75505,3159,4 岡本歯科医院 〒737-0935 0823-34-1100岡本　豪 岡本　豪 平 9. 9. 1歯   矯歯 小歯診療所
     呉市焼山中央２丁目７－１２－２常　勤:    1 移転 歯外 現存
     ０１ (歯       1) 平24. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75605,3160,2 つがわ歯科医院 〒737-0141 0823-74-9550對川　一実 對川　一実 昭63. 6. 1歯   診療所
     呉市広大新開１－１－１４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75705,3162,8 ひろ歯科医院 〒737-0125 0823-71-1181西田　弘明 西田　弘明 昭64. 1. 1歯   診療所
     呉市広本町１丁目１２－９ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75805,3164,4 むらかみ歯科医院 〒737-0853 0823-31-1212村上　弘芳 村上　弘芳 平18. 7. 1歯   診療所
     呉市吉浦中町１丁目１２－１４ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平30. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75905,3167,7 小早川歯科クリニック〒737-0142 0823-72-3041小早川　済志 小早川　済志 平 2. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     呉市広駅前１－８－１１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  76005,3169,3 中原歯科クリニック 〒737-0843 0823-31-0770中原　裕穂 中原　裕穂 平 2. 8. 1歯   診療所
     呉市吉浦潭鼓町３－１８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76105,3172,7 ティアレ歯科クリニッ〒737-0823 0823-21-9155伊藤　清行 伊藤　清行 平 3. 4. 1歯   小歯 診療所
     ク 呉市海岸２－２－８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76205,3173,5 堂脇歯科医院 〒737-0125 0823-71-1161堂脇　一朗 堂脇　一朗 平 3.11. 1歯   診療所
     呉市広本町３丁目１－１９ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76305,3174,3 たに歯科医院 〒737-0114 0823-74-6480谷　信吾 谷　信吾 平 4. 4. 1歯   小歯 診療所
     呉市広文化町９－４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76405,3178,4 くまさ歯科医院 〒737-0046 0823-26-4618熊佐　俊介 熊佐　俊介 平12. 3. 1歯   診療所
     呉市中通４丁目１２－１８ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76505,3179,2 中川歯科医院 〒737-0911 0823-34-2888中川　信二 中川　信二 平 4. 7. 1歯   診療所
     呉市焼山北３－５－１４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76605,3180,0 はまだ歯科クリニック〒737-0112 0823-74-1211濱田　貴仁 濱田　貴仁 平 4. 9. 1歯   診療所
     呉市広古新開４－２－１８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76705,3181,8 新堀歯科医院 〒737-0934 0823-34-3535新堀　浩 新堀　浩 平 5. 6. 1歯   診療所
     呉市焼山政畝２－９－１６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76805,3184,2 舟橋歯科クリニック 〒737-0046 0823-26-8811舟橋　博隆 舟橋　博隆 平 6.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     呉市中通２丁目２－９ 常　勤:    2 新規 歯外 現存
     (歯       2) 平24.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76905,3185,9 川本歯科医院 〒737-0811 0823-25-4648川本　陽司 川本　陽司 平 6.11. 1歯   診療所
     呉市西中央２丁目１－１１ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平24.11. 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

［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    79 頁

  77005,3187,5 藤原歯科クリニック 〒737-0903 0823-34-4100藤原　鋼一 藤原　鋼一 平 7. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     呉市焼山西３－２０－２１ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77105,3188,3 山下歯科医院 〒737-0142 0823-74-4181山下　泰彦 山下　泰彦 平 7. 6. 1歯   診療所
     呉市広駅前１－２－５－１０１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77205,3191,7 里見歯科医院 〒737-0935 0823-33-9200里見　俊文 里見　俊文 平 8.10. 1歯   診療所
     呉市焼山中央２－９－１２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77305,3192,5 おおつき歯科医院 〒737-0936 0823-30-1088大附　敏彦 大附　敏彦 平 8.11. 1歯   診療所
     呉市焼山東３－４－１４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77405,3193,3 もりざね歯科医院 〒737-0902 0823-33-3383盛實　俊也 盛實　俊也 平 8.12. 1歯   小歯 歯外診療所
     呉市焼山此原町４－２ 常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77505,3194,1 歯科医院スマイルライ〒737-0141 0823-70-0707宮田　秀政 宮田　秀政 平 8.12. 1歯   小歯 診療所
     ン 呉市広大新開１－３－９ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77605,3195,8 松本歯科医院 〒737-0029 0823-25-0303松本　健司 松本　健司 平 9. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     呉市宝町１－１６ 常　勤:    2 新規 矯歯 現存
     (歯       2) 平30. 5. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77705,3197,4 出崎歯科医院 〒737-0076 0823-21-5220出崎　雅和 出崎　雅和 平10. 4. 1歯   診療所
     呉市吾妻２－６－２４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77805,3198,2 阿賀中央歯科医院 〒737-0003 0823-74-6889西原　克実 西原　克実 平10. 5. 1歯   診療所
     呉市阿賀中央６－２－１１アガプ常　勤:    1 新規 現存
     ラザ２Ｆ (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77905,3203,0 石本歯科クリニック 〒737-0143 0823-72-1821石本　早智夫 石本　早智夫 平12. 9. 1歯   小歯 診療所
     呉市広白石１－１－９ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  78005,3204,8 やけやま歯科医院 〒737-0933 0823-34-1099國原　崇洋 國原　崇洋 平13. 3. 1歯   小歯 診療所
     呉市焼山桜ケ丘１丁目３－６ 常　勤:    2 移転 現存
     (歯       2) 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78105,3205,5 平山歯科医院 〒737-0875 0823-30-0203平山　仙哉 平山　仙哉 平12.11. 1歯   小歯 診療所
     呉市天応大浜２－４－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78205,3206,3 のりこ歯科医院 〒737-0046 0823-21-1023武田　典子 武田　典子 平12.12. 1歯   診療所
     呉市中通２丁目２－４河内ビル２常　勤:    1 新規 現存
     ０１ (歯       1) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78305,3207,1 東中央デンタルクリニ〒737-0052 0823-25-5005濱田　明彦 濱田　明彦 平13. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     ック 呉市東中央２丁目４－２１ 常　勤:    2 新規 矯歯 現存
     (歯       2) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78405,3208,9 夢ケ丘歯科医院 〒737-0914 0823-34-4618吉川　一功 吉川　一功 平13. 4. 1歯   小歯 診療所
     呉市押込西平町２０－１６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78505,3210,5 三条歯科 〒737-0821 0823-32-5111山口　智香子 山口　智香子 平13. 7. 1歯   診療所
     呉市三条２－１１－１７－１０１常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78605,3214,7 第二沖山歯科医院 〒737-0045 0823-26-6755沖山　誠司 沖山　誠司 平14. 5. 1歯   小歯 診療所
     呉市本通６丁目７番３－１０１号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78705,3215,4 土本歯科医院 〒737-0077 0823-20-6474土本　康博 土本　康博 平14. 7. 1歯   診療所
     呉市伏原１丁目３－１８Ｔビル３常　勤:    1 新規 現存
     Ｆ (歯       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78805,3216,2 かしはら歯科医院 〒737-0045 0823-32-7711柏原　的志 柏原　的志 平14.11. 1歯   診療所
     呉市本通４丁目１０－４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78905,3220,4 よしだ歯科 〒737-0051 0823-32-6188吉田　幸惠 吉田　幸惠 平15. 6. 1歯   小歯 診療所
     呉市中央６丁目６－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  79005,3221,2 第二森田歯科医院 〒737-0883 0823-38-1300森田　正 森田　正 平17.11. 1歯   診療所
     呉市天応西条１丁目３－７ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平29.11. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79105,3223,8 新谷歯科医院 〒737-0125 0823-71-7228新谷　隆英 新谷　隆英 平16. 5. 1歯   診療所
     呉市広本町２－１３－３６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79205,3224,6 里見歯科 〒737-0163 0823-70-3060里見　禎子 里見　禎子 平17. 4. 1歯   歯外 小歯診療所
     呉市郷原野路の里１丁目１７－６常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79305,3225,3 グレース歯科クリニッ〒737-0045 0823-25-8621医療法人よつば会　理門田　雅俊 平19. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ク 呉市本通５丁目９－１７　岡本ビ常　勤:    1事長　門田　雅俊 組織変更 歯外 現存
     ル２０１ (歯       1) 平25. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79405,3226,1 医療法人　坂本会　坂〒737-2516 0823-85-0118医療法人　坂本会　坂坂本　智則 平17. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     本歯科 呉市安浦町中央４－１－５ 常　勤:    6本歯科　理事長　坂本 組織変更 歯外 現存
     (歯       6)　智則 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79505,3227,9 医療法人社団　おおぞ〒737-0915 0823-33-7100医療法人社団　おおぞ岡本　直治 平17. 9. 1歯   矯歯 小歯診療所
     ら会　おかもと歯科医呉市押込４丁目２８－２ 常　勤:    6ら会　理事長　岡本　 移転 歯外 現存
     院 (歯       6)直治 平29. 9. 1
     非常勤:   10
     (歯      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79605,3228,7 池田歯科医院 〒737-1204 0823-52-0123池田　広子 池田　広子 平18. 4.17歯   診療所
     呉市音戸町北隠渡１－４－７ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平30. 4.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79705,3229,5 安登歯科クリニック 〒737-2512 0823-84-2118土本　浩嗣 土本　浩嗣 平20. 4. 1歯   診療所
     呉市安浦町安登西６丁目１－１８常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79805,3230,3 児玉歯科医院 〒737-0046 0823-25-3000医療法人デンタル・ハ山本　亮 平21. 3.16歯   診療所
     呉市中通一丁目１－２７ 常　勤:    1ート　理事長　山本　 組織変更 現存
     (歯       1)亮 平27. 3.16
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  79905,3231,1 ひらたデンタルクリニ〒737-0003 0823-36-4182平田　敦司 平田　敦司 平21. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     ック 呉市阿賀中央４丁目５－２８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80005,3233,7 うえはら歯科医院 〒737-0935 0823-34-4884医療法人ユナイテッド上原　亮 平21.10. 1歯   小歯 矯歯診療所
     呉市焼山中央二丁目４番８号 常　勤:    4　理事長　上原　亮 組織変更 現存
     (歯       4) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80105,3235,2 呉駅前歯科・矯正歯科〒737-0811 0823-26-7766医療法人　小笠原会　小笠原　一行 平22. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     クリニック 呉市西中央１丁目６番２号　西村常　勤:    2理事長　小笠原　一行 組織変更 現存
     ビルド３Ｆ (歯       2) 平28. 4. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80205,3237,8 ふかみスマイル歯科 〒737-0076 0823-25-5091鶴井　弘毅 鶴井　弘毅 平22. 9. 1歯   矯歯 小歯診療所
     呉市吾妻２－９－２９ 常　勤:    1 交代 歯外 現存
     (歯       1) 平28. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80305,3238,6 医療法人　健真会　藤〒737-0001 0823-71-8213医療法人　健真会　藤藤本　文彦 平22.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     本歯科クリニック 呉市阿賀北７丁目１３－１２ 常　勤:    3本歯科　理事長　藤本 組織変更 歯外 現存
     (歯       3)　文彦 平28.10. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80405,3239,4 水野デンタルクリニッ〒737-0024 0823-21-0587水野　尊文 水野　尊文 平23. 3. 1歯   小歯 診療所
     ク 呉市宮原７丁目２－１３ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平29. 3. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80505,3240,2 田阪歯科医院　大長診〒734-0301 0823-66-2001医療法人穐山歯科医院林　偕一 平23. 5. 1歯   診療所
     療所 呉市豊町大長４８８１番地１ 常　勤:    1　理事長　穐山　訓弘 組織変更 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80605,3241,0 重森歯科医院 〒737-2603 0823-87-3818重森　和子 重森　和子 平23.11. 1歯   歯外 診療所
     呉市川尻町西５－１－２６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  80705,3243,6 若田歯科診療所 〒737-2603 0823-87-3070医療法人　肇祝会　理若田　和秀 平24. 4. 1歯   診療所
     呉市川尻町西二丁目３番３７号 常　勤:    1事長　若田　和秀 新規 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80805,3245,1 西川歯科医院 〒737-0124 0823-71-7595西川　智 西川　智 平25. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     呉市広中新開２丁目５－７ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80905,3246,9 なないろ歯科クリニッ〒737-0112 0823-76-5581佐々木　博昭 佐々木　博昭 平25. 9. 4歯   小歯 歯外診療所
     ク 呉市広古新開７－２４－３－２０常　勤:    2 新規 現存
     １ (歯       2) 平25. 9. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81005,3247,7 医療法人社団つばき会〒737-0051 0823-25-1184医療法人社団つばき会木村　均 平25.11. 1歯   小歯 診療所
     　木村歯科クリニック呉市中央２丁目５番１５号 常　勤:    1　理事長　木村　均 組織変更 現存
     (歯       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81105,3248,5 むらかみ歯科 〒737-0143 0823-27-7277村上　光寿 村上　光寿 平25.12. 9歯   小歯 診療所
     呉市広白石２丁目１３－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25.12. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81205,3249,3 あおぞら歯科医院 〒737-0125 0823-36-2396森岡　昌子 森岡　昌子 平26. 1. 6歯   診療所
     呉市広本町３丁目１２－１２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 1. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81305,3251,9 せとうみ歯科医院 〒737-0029 0823-43-1700足利　新 足利　新 平26. 5.24歯   小歯 矯歯診療所
     呉市宝町２番２３－１－３０４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 5.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81405,3253,5 記念歯科 〒737-0001 0823-76-6464医療法人社団　記念歯栗原　孝幸 平26.10. 1歯   診療所
     呉市阿賀北９丁目８番１５号 常　勤:    3科　理事長　栗原　孝 組織変更 現存
     (歯       3)幸 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81505,3254,3 香川矯正歯科クリニッ〒737-0811 0823-25-7890医療法人　皓歯会　理香川　国和 平26.11. 1矯歯 診療所
     ク 呉市西中央１丁目５番７号 常　勤:    1事長　香川　国和 組織変更 現存
     (歯       1) 平26.11. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81605,3255,0 大類歯科クリニック 〒737-0881 0823-38-7961大類　 生 大類　 生 平27. 3. 9歯   歯外 小歯診療所
     呉市天応塩谷町２－２５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 3. 9
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  81705,3256,8 アルファデンタルオフ〒737-0041 0823-32-6482医療法人アペイロン　桧垣　一夫 平28. 3. 1歯   歯外 小歯診療所
     ィス 呉市和庄一丁目３番１号 常　勤:    1理事長　桧垣　一夫 組織変更 矯歯 現存
     (歯       1) 平28. 3. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81805,3257,6 さくら歯科クリニック〒737-0112 0823-36-3232岡野　勝 岡野　勝 平28. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     呉市広古新開１－９－２９ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81905,3258,4 やすだ歯科 〒737-0112 0823-55-4380安田　博光 安田　博光 平28. 5. 1歯   歯外 小歯診療所
     呉市広古新開６－３－１０ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  82005,3259,2 寺谷歯科医院 〒737-0141 0823-72-2508寺谷　由香里 寺谷　由香里 平28. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     呉市広大新開１－３－２７ 常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  82105,3260,0 呉口腔保健センター 〒737-0041 0823-25-4441一般社団法人　呉市歯中原　裕穂 平28.10.19歯   小歯 歯外診療所
     呉市和庄１丁目２番１３号 常　勤:    1科医師会　会長　中原 移転 現存
     (歯       1)　裕穂 平28.10.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  82205,3261,8 ゆめタウン呉　こもれ〒737-0029 0823-27-6480医療法人社団優人会　吉井　友宏 平29. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     び歯科 呉市宝町５番１０号 常　勤:    1理事長　湯淺　賢一 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  82305,3262,6 イチカワ歯科クリニッ〒737-0112 0823-74-1118医療法人社団　琴奈会市川　二郎 平29.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 呉市広古新開１丁目３番１号楠ビ常　勤:    1　理事長　市川　二郎 組織変更 現存
     ル２０２号 (歯       1) 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  82405,3263,4 くろだ歯科クリニック〒737-0803 0823-21-7088医療法人社団くろだ歯黒田　裕樹 平29.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     呉市郷町６番３１号 常　勤:    1科クリニック　理事長 組織変更 現存
     (歯       1)　黒田　裕樹 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  82507,3003,0 三好歯科医院 〒729-2316 0846-26-0739三好　邦子 三好　邦子 平元. 8. 2歯   診療所
     竹原市忠海中町２丁目２０－２４常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平28. 8. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  82607,3009,7 高橋歯科医院 〒725-0026 0846-22-2074高橋　宏司 高橋　宏司 昭53. 6.30歯   診療所
     竹原市中央３－１６－３６ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平29. 6.30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  82707,3011,3 三好歯科医院 〒725-0021 0846-22-0959三好　卓男 三好　卓男 昭37.10. 1歯   診療所
     竹原市竹原町３５５２－７ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  82807,3012,1 医療法人　弘仁会　大〒725-0021 0846-22-0879医療法人　弘仁会　理大田　康弘 平 2. 6. 1歯   診療所
     田歯科医院 竹原市竹原町下新開３５１１－７常　勤:    2事長　大田　康弘 組織変更 現存
     (歯       2) 平29. 6. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  82907,3022,0 第２米田歯科医院 〒729-2312 0846-24-1224米田　節 米田　節 昭61. 5. 1歯   診療所
     竹原市福田町１２８７－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  83007,3027,9 石井歯科クリニック 〒725-0021 0846-22-6695石井　光道 石井　光道 平13. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     竹原市竹原町３０７８－１４ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  83107,3029,5 三好歯科クリニック　〒729-2317 0846-26-1133医療法人　和心会　理三好　浩之 平 9. 9. 1歯   矯歯 小歯診療所
     忠海診療所 竹原市忠海東町２丁目７－８ 常　勤:    2事長　三好　亮 組織変更 現存
     (歯       2) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  83207,3031,1 安田歯科医院 〒725-0012 0846-22-7727安田　一彰 安田　一彰 平15. 8. 1歯   矯歯 小歯診療所
     竹原市下野町３２４５番地１２ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平27. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  83307,3032,9 西野歯科 〒725-0002 0846-29-2229片岡　浩二 片岡　浩二 平11. 5. 1歯   診療所
     竹原市西野町２１５３－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  83407,3034,5 みよし歯科クリニック〒725-0021 0846-22-1130医療法人　和心会　理三好　亮 平25. 9. 2歯   小歯 矯歯診療所
     竹原市竹原町字上新開３６３０－常　勤:    1事長　三好　亮 新規 現存
     ４ (歯       1) 平25. 9. 2
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  83507,3035,2 おかだ歯科 〒725-0026 0846-22-7111医療法人二十二会　お岡田　和也 平25.11. 1歯   診療所
     竹原市中央四丁目５番１７号 常　勤:    1かだ歯科　理事長　岡 組織変更 現存
     (歯       1)田　和也 平25.11. 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

［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    86 頁

  83607,3037,8 今田歯科医院 〒729-2316 0846-26-0018安原　昭子 安原　昭子 平26. 6. 1歯   診療所
     竹原市忠海中町２丁目２番５１号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  83707,3038,6 米田歯科医院 〒725-0021 0846-22-2122米田　哲也 米田　哲也 平29. 5.20歯   診療所
     竹原市竹原町３５７２ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平29. 5.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  83809,3007,7 船木歯科医院 〒723-0016 0848-64-5533船木　洋治 船木　洋治 平 7. 9. 1歯   診療所
     三原市宮沖１－９－２ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  83909,3009,3 田中歯科医院 〒723-0016 0848-62-2377田中　晃 田中　晃 平14. 1. 1歯   診療所
     三原市宮沖２丁目１－１８ 常　勤:    2 移転 現存
     (歯       2) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  84009,3027,5 伊藤歯科医院 〒723-0015 0848-62-2428伊藤　弘文 伊藤　弘文 平12.10. 1歯   診療所
     三原市円一町３丁目１３－３ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  84109,3033,3 岸田歯科港町診療所 〒723-0017 0848-64-2131岸田　允 岸田　允 昭43. 1. 1歯   診療所
     三原市港町３丁目８－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.11.28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  84209,3036,6 藤本歯科医院 〒723-0062 0848-64-6480藤本　欣司 藤本　欣司 昭49. 7. 1歯   診療所
     三原市本町１丁目９－２５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  84309,3038,2 中本デンタルクリニッ〒723-0014 0848-64-8161中本　貴之 中本　貴之 平17. 4. 3歯   小歯 診療所
     ク 三原市城町１－４－２０ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平29. 4. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  84409,3040,8 稲田歯科診療所 〒723-0041 0848-64-4182稲田　達史 稲田　達史 昭58. 4.15歯   診療所
     三原市和田３－３－２０ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平28. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  84509,3041,6 ファミリー歯科診療所〒723-0014 0848-62-5277岡田　臨三 岡田　臨三 平19. 1. 1歯   小歯 診療所
     三原市城町２－２－１７ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平25. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  84609,3043,2 第一歯科医院 〒723-0003 0848-62-6300坂内　大造 坂内　大造 昭57. 2. 1歯   診療所
     三原市中之町１丁目２１－１７ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  84709,3044,0 愛真歯科医院 〒729-0324 0848-62-6160山口　隆志 山口　隆志 昭58. 5. 1歯   診療所
     三原市糸崎４丁目９－２３ 常　勤:    3 交代 現存
     (歯       3) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  84809,3046,5 砂田歯科医院 〒723-0147 0848-66-2088砂田　岳 砂田　岳 昭58. 6. 1歯   診療所
     三原市沼田東町本市４１３－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  84909,3048,1 さとう歯科 〒723-0015 0848-64-0141佐藤　力 佐藤　力 昭58.10. 1歯   診療所
     三原市円一町４丁目２－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  85009,3049,9 坂本歯科医院 〒723-0041 0848-62-6438坂本　順一 坂本　順一 平元. 7. 1歯   診療所
     三原市和田１丁目７－１６ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  85109,3050,7 河田歯科医院 〒723-0051 0848-62-2232河田　眞樹 河田　眞樹 昭61. 4. 1歯   矯歯 診療所
     三原市宮浦４丁目６－１６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  85209,3052,3 向井歯科医院 〒723-0041 0848-64-2733向井　伸二 向井　伸二 平元. 5. 1歯   診療所
     三原市和田２丁目５番３号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  85309,3053,1 みなかわ歯科 〒723-0014 0848-62-8845皆川　幸俊 皆川　幸俊 平元. 8. 1歯   診療所
     三原市城町２－１３－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  85409,3054,9 たまやま歯科医院 〒723-0051 0848-64-6432玉山　廣忠 玉山　廣忠 平12. 7. 1歯   診療所
     三原市宮浦６丁目７－２７ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平30. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  85509,3055,6 むねひろ・歯科・クリ〒723-0032 0848-67-6744宗廣　素徳 宗廣　素徳 平 4.11. 1歯   矯歯 診療所
     ニック 三原市須波西２丁目１番１０号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  85609,3056,4 永金歯科医院 〒723-0003 0848-62-9395永金　幸治 永金　幸治 平 4.11. 1歯   診療所
     三原市中之町２丁目８－１７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.11. 1
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  85709,3057,2 郷田歯科医院 〒723-0003 0848-67-6665郷田　浩 郷田　浩 平 4.12. 1歯   診療所
     三原市中之町９丁目２－１５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  85809,3058,0 田渕歯科医院 〒723-0003 0848-67-4976田渕　順治 田渕　順治 平 5. 6. 1歯   歯外 診療所
     三原市中之町１丁目２３－２０　常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  85909,3059,8 つちはし歯科医院 〒723-0051 0848-62-1044土橋　加伸 土橋　加伸 平 6.11. 1歯   診療所
     三原市宮浦５丁目６－１９ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  86009,3060,6 平田歯科医院 〒723-0148 0848-66-3851平田　秀己 平田　秀己 平 8. 4. 1歯   診療所
     三原市沼田東町七宝１２９９－１常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  86109,3061,4 キカワ歯科医院 〒723-0052 0848-63-0821木川　仁志 木川　仁志 平 8. 5. 1歯   診療所
     三原市皆実３丁目２－５中田ビル常　勤:    1 新規 現存
     １Ｆ (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  86209,3062,2 ケーシーデンタルクリ〒729-0324 0848-64-1788行 　圭史 行 　圭史 平 9. 7. 1歯   歯外 診療所
     ニック 三原市糸崎２丁目９－４３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  86309,3063,0 うらさき歯科 〒723-0046 0848-64-0422裏崎　英之 裏崎　英之 平10. 6. 1歯   小歯 診療所
     三原市明神２丁目１１－１０ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  86409,3064,8 みどり歯科矯正歯科ク〒723-0015 0848-67-8700高橋　健太 高橋　健太 平11. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     リニック 三原市円一町１丁目１－７　フジ常　勤:    1 新規 歯外 現存
     グラン三原ガーデニング棟２Ｆ (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  86509,3066,3 医療法人　社団　マコ〒723-0004 0848-61-2558医療法人　社団　マコ沖部　則子 平16. 5. 1矯歯 歯   診療所
     ト矯正歯科クリニック三原市館町１丁目７－１　金山ビ常　勤:    1ト矯正歯科クリニック 組織変更 現存
     ル２Ｆ (歯       1)　理事長　沖部　則子 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  86609,3070,5 おがた歯科 〒723-0051 0848-61-5775小方　好一郎 小方　好一郎 平15. 6. 1歯   診療所
     三原市宮浦３丁目３０－３０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  86709,3071,3 クラーク矯正歯科 〒723-0017 0848-64-7117高田　賢二 高田　賢二 平15.10. 1矯歯 診療所
     三原市港町１丁目２－３船木商事常　勤:    1 新規 現存
     ビル１Ｆ (歯       1) 平27.10. 1
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  86809,3072,1 近藤歯科 〒723-0051 0848-67-8811近藤　和生 近藤　和生 平15.12. 1歯   診療所
     三原市宮浦５丁目２－７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  86909,3073,9 宗郷町デンタルクリニ〒723-0044 0848-62-0440岸田　徹 岸田　徹 平16. 5. 1歯   小歯 診療所
     ック 三原市宗郷３－３－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  87009,3074,7 くりはら歯科医院 〒723-0016 0848-61-0418栗原　幹直 栗原　幹直 平16. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     三原市宮沖３－８－１３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  87109,3075,4 みやけ歯科医院 〒723-0063 0848-62-2624三宅　卓士 三宅　卓士 平16. 9. 1歯   診療所
     三原市西町２丁目１－２３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  87209,3076,2 やすさか歯科 〒723-0051 0848-62-3457安坂　将樹 安坂　将樹 平16.12. 1歯   小歯 診療所
     三原市宮浦６－６－２７　エクセ常　勤:    1 新規 現存
     ルシア山崎１０１号室 (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  87309,3078,8 つばさ歯科 〒729-0417 0848-86-1610坂本　裕樹 坂本　裕樹 平22. 3. 1歯   診療所
     三原市本郷南五丁目１４番１５号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 3. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  87409,3079,6 大名歯科 〒723-0051 0848-81-2117医療法人クワトロサン大名　幸一 平23.11. 1歯   小歯 矯歯診療所
     三原市宮浦三丁目２４番２６号 常　勤:    1テ　理事長　大名　幸 組織変更 歯外 現存
     (歯       1)一 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  87509,3080,4 よりかね歯科医院 〒723-0054 0848-64-5339医療法人社団　大聖会藤原　秀 平24.11. 1歯   診療所
     三原市頼兼１－２－１２ 常　勤:    1　理事長　藤原　秀 組織変更 現存
     (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  87609,3081,2 Ｗｈｉｔｅ　Ｄｅｎｔ〒723-0052 0848-64-8660白井　憲一 白井　憲一 平25.11. 1歯   診療所
     ａｌ　Ｃｌｉｎｉｃ 三原市皆実２－２－４ 常　勤:    3 新規 現存
     (歯       3) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  87709,3083,8 海田歯科医院 〒723-0017 0848-62-2374海田　博文 海田　博文 平25.10. 6歯   診療所
     三原市港町１－２－１４ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平25.10. 6
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  87809,3084,6 増田歯科医院 〒723-0004 0848-64-5555増田　隆宏 増田　隆宏 平26. 4. 1歯   小歯 診療所
     三原市館町２丁目１－１４　１Ｆ常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  87909,3085,3 林歯科医院 〒723-0014 0848-64-4780林　和彦 林　和彦 平26. 8. 4歯   診療所
     三原市城町３－８－２２ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平26. 8. 4
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  88009,3087,9 ふくしま歯科クリニッ〒723-0012 0848-38-7919福島　一哉 福島　一哉 平28. 3. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ク 三原市旭町１丁目２番２６号 常　勤:    2 新規 口腔外科 現存
     (歯       2) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  88109,3088,7 医療法人なかま　さい〒729-2252 0848-69-1182医療法人なかま　理事星野　博昭 平28. 5. 1歯   診療所
     ざき歯科 三原市幸崎能地四丁目２１番７号常　勤:    1長　佐々木　正親 新規 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  88209,3091,1 まつだ歯科医院 〒729-0417 0848-86-4844松田　信隆 松田　信隆 平29. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     三原市本郷南６丁目２４－１４ 常　勤:    3 移転 現存
     (歯       3) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  88309,3092,9 永井歯科医院 〒723-0062 0848-62-2364永井　一夫 永井　一夫 平29. 7.23歯   診療所
     三原市本町３丁目１４－３１ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平29. 7.23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  88411,3006,5 進来歯科医院 〒722-0035 0848-22-4736進来　実 進来　実 昭32.10.31歯   矯歯 診療所
     尾道市土堂２－９－１１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4.30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  88511,3016,4 馬越歯科医院 〒722-0035 0848-25-2424馬越　順一 馬越　順一 昭32.10.31歯   診療所
     尾道市土堂１－３－２４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 5.31
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  88611,3018,0 医療法人社団　萌生会〒722-0034 0848-37-2067医療法人社団　萌生会中尾　友紀 平 5. 8. 1歯   診療所
     　中尾歯科医院 尾道市十四日元町６－３ 常　勤:    2　中尾歯科医院　理事 組織変更 現存
     (歯       2)長　中尾　友紀 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  88711,3025,5 小川歯科診療所 〒722-0035 0848-22-5566小川　吉男 小川　吉男 昭57. 4. 1歯   診療所
     尾道市土堂２－１０－１３ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
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  88811,3029,7 小山歯科医院 〒722-0002 0848-22-2981小山　重夫 小山　重夫 平元.10. 1歯   診療所
     尾道市古浜町２－４５ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  88911,3033,9 長岡歯科医院 〒722-0045 0848-37-7314長岡　貞彦 長岡　貞彦 昭36. 7. 1歯   診療所
     尾道市久保２丁目２５－７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  89011,3038,8 井上歯科医院 〒722-0035 0848-22-3588井上　正弘 井上　正弘 昭43.10. 1歯   診療所
     尾道市土堂１－１７－１６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  89111,3044,6 岡田歯科医院 〒722-0006 0848-23-8188岡田　政久 岡田　政久 昭53.12. 1歯   診療所
     尾道市沖側町３－８ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  89211,3046,1 丸山歯科医院 〒722-0016 0848-25-3775丸山　等 丸山　等 昭54.10. 1歯   診療所
     尾道市神田町３－２７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  89311,3049,5 勝島歯科医院 〒729-0141 0848-46-3610勝島　康次郎 勝島　康次郎 昭55. 6. 1歯   診療所
     尾道市高須町原田３７００－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  89411,3050,3 三谷歯科医院 〒722-0046 0848-37-3370三谷　信行 三谷　信行 昭56. 7. 1歯   診療所
     尾道市長江１－７－４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  89511,3051,1 中司歯科医院 〒722-0062 0848-44-7078医療法人　中司歯科医中司　光 平 2. 8. 1歯   診療所
     尾道市向東町３５５０－６ 常　勤:    1院　理事長　中司　光 組織変更 現存
     (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  89611,3052,9 医療法人社団　仁至会〒722-0024 0848-22-2882医療法人社団　仁至会河上　雄之介 平13.11. 1歯   小歯 矯歯診療所
     　河上歯科医院 尾道市西則末町８－２０ 常　勤:    5　河上歯科医院　理事 組織変更 歯外 現存
     (歯       5)長　河上　雄之介 平25.11. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  89711,3053,7 宮野歯科医院 〒722-0045 0848-37-3530宮野　隆則 宮野　隆則 平 8. 7. 1歯   小歯 診療所
     尾道市久保３－７－２０ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  89811,3054,5 第二小川歯科医院 〒729-0141 0848-46-4568小川　一寿 小川　一寿 昭59. 4. 1歯   診療所
     尾道市高須町大新５０５３－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  89911,3055,2 みやもと歯科医院 〒722-0031 0848-22-8211宮本　隆正 宮本　隆正 昭60. 4. 1歯   診療所
     尾道市三軒家町１４－９ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  90011,3056,0 三藤歯科医院 〒722-0017 0848-23-5533三藤　聡 三藤　聡 昭61. 5. 1歯   診療所
     尾道市門田町２－３９ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  90111,3057,8 カメイ歯科 〒722-0022 0848-25-2557亀井　靖之 亀井　靖之 平 7.12. 1歯   小歯 矯歯診療所
     尾道市栗原町９３９９－３誠和ビ常　勤:    1 移転 現存
     ル１Ｆ (歯       1) 平28.12. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  90211,3058,6 檀上歯科医院 〒720-0551 0848-73-3025檀上　文雄 檀上　文雄 昭61. 6. 1歯   診療所
     尾道市浦崎町２０６２－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  90311,3060,2 古川歯科医院 〒722-0215 0848-48-2666古川　龍太 古川　龍太 昭62. 6. 1歯   診療所
     尾道市美ノ郷町三成１０６６－７常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  90411,3061,0 石井歯科医院 〒722-0052 0848-46-4478石井　公浩 石井　公浩 平13. 6. 1歯   小歯 診療所
     尾道市山波町２４３－１９ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  90511,3062,8 福岡歯科医院 〒722-0014 0848-22-2001福岡　賢二 福岡　賢二 平元. 8. 1歯   診療所
     尾道市新浜１－９－２２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  90611,3063,6 砂田歯科医院 〒722-0052 0848-37-8880医療法人社団鶴栄会　砂田　全亮 平18. 3. 1歯   小歯 診療所
     尾道市山波町１９０５－９ 常　勤:    1理事長　砂田　全亮 組織変更 現存
     (歯       1) 平30. 3. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  90711,3064,4 吉田歯科医院 〒722-0043 0848-37-1892吉田　和生 吉田　和生 平 2. 3. 1歯   診療所
     尾道市東久保町１３－８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  90811,3065,1 篠原歯科医院 〒722-0026 0848-25-4522篠原　正氣 篠原　正氣 平 2. 9. 1歯   診療所
     尾道市栗原西２－９－９ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  90911,3066,9 黒瀬歯科医院 〒722-0045 0848-37-4184黒瀬　濟 黒瀬　濟 平 2.11. 1歯   小歯 診療所
     尾道市久保１－８－２３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  91011,3067,7 そえだ歯科医院 〒729-0141 0848-46-5044添田　歩 添田　歩 平 3. 2. 1歯   矯歯 小歯診療所
     尾道市高須町１３７１－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  91111,3068,5 オカノ歯科医院 〒722-0022 0848-24-0240岡野　邦彦 岡野　邦彦 平 3. 8. 1歯   診療所
     尾道市栗原町字亀川５９５０－２常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  91211,3071,9 宗永歯科医院 〒722-0062 0848-44-6470医療法人社団　宗仁会宗永　泰一 平12. 5. 1歯   歯外 診療所
     尾道市向東町８８６１－１ 常　勤:    1　理事長　宗永　泰一 組織変更 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  91311,3073,5 田中第二歯科 〒722-0022 0848-20-1180田中　繁和 田中　繁和 平 7.12. 1歯   診療所
     尾道市栗原町９６５０－６１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  91411,3074,3 はしづか歯科医院 〒722-0014 0848-23-4455橋塚　公彦 橋塚　公彦 平 8. 8. 1歯   診療所
     尾道市新浜２－６－２５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  91511,3075,0 板阪歯科医院 〒729-0141 0848-55-0007板阪　宗生 板阪　宗生 平 9. 8. 1歯   小歯 診療所
     尾道市高須町東新涯１丁目４７５常　勤:    1 新規 現存
     ６－２９ (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  91611,3076,8 やまもと歯科 〒722-0026 0848-21-1015山本　敏弘 山本　敏弘 平10. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     尾道市栗原西２－１－９ 常　勤:    1 新規 休止
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  91711,3077,6 アイ歯科 〒729-0141 0848-56-0655菅　知博 菅　知博 平12. 7. 1歯   小歯 診療所
     尾道市高須町東新涯２丁目４７７常　勤:    1 新規 現存
     ２－２ (歯       1) 平30. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  91811,3078,4 医療法人　ほていや歯〒722-0055 0848-56-0821医療法人　ほていや歯布袋屋　智朗 平16.11. 1歯   歯外 小歯診療所
     科 尾道市新高山２丁目２６３１－４常　勤:    2科　理事長　布袋屋　 組織変更 現存
     ０ (歯       2)智朗 平28.11. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  91911,3079,2 おかだ歯科 〒722-0037 0848-21-5155岡田　玲子 岡田　玲子 平13. 9. 1歯   歯外 小歯診療所
     尾道市西御所町６－２９岡田ビル常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     ２Ｆ (歯       1) 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  92011,3080,0 はしもと歯科 〒729-0141 0848-47-0848橋本　啓史 橋本　啓史 平14. 5. 1歯   小歯 診療所
     尾道市高須町８９３－１ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  92111,3082,6 おおもとクローバー歯〒722-0035 0848-24-7088大本　英臣 大本　英臣 平21. 5. 1歯   小歯 診療所
     科クリニック 尾道市土堂２丁目６－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  92211,3083,4 林歯科医院 〒722-2323 0845-22-0106林　亮 林　亮 平22. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     尾道市因島土生町２００９－７ 常　勤:    4 交代 歯外 現存
     (歯       4) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  92311,3085,9 田川歯科医院 〒722-2323 08452-2-0968田川　直樹 田川　直樹 平22. 8.19歯   診療所
     尾道市因島土生町１８９９－１６常　勤:    1 交代 現存
     ７ (歯       1) 平28. 8.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  92411,3086,7 大元歯科医院 〒722-0054 0848-37-3332大元　一弘 大元　一弘 平22.11. 1歯   診療所
     尾道市尾崎本町４－９ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  92511,3088,3 日野歯科医院 〒722-0311 0848-76-0153日野　星児 日野　星児 平24. 1. 1歯   診療所
     尾道市御調町市１１３３ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  92611,3089,1 しまなみ歯科医院 〒722-0014 0848-38-1118大石　浩司 大石　浩司 平24. 7. 3歯   小歯 歯外診療所
     尾道市新浜１丁目３－４６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 7. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  92711,3091,7 マリン歯科クリニック〒722-2324 0845-25-6480岡田　源太郎 岡田　源太郎 平25.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     尾道市因島田熊町２５１７－１因常　勤:    1 新規 現存
     島モール内 (歯       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  92811,3092,5 苅田歯科医院 〒722-0038 0848-22-5650赤城　尚武 赤城　尚武 平25.12.14歯   矯歯 小歯診療所
     尾道市天満町１７－８ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平25.12.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  92911,3093,3 斎藤歯科医院 〒722-2323 0845-22-0283齋藤　徹雄 齋藤　徹雄 平26. 7.28歯   診療所
     尾道市因島土生町１８９６－４ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平26. 7.28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  93011,3095,8 ふみのデンタルクリニ〒722-0051 0848-36-6165小川　文野 小川　文野 平27. 6. 1歯   小歯 診療所
     ック 尾道市東尾道１０－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  93111,3096,6 くろせ歯科クリニック〒722-0073 0848-20-6480医療法人くろせ歯科ク黒瀬　寿康 平27.10. 1歯   小歯 矯歯診療所
     尾道市向島町５５３４番地１２３常　勤:    1リニック　理事長　黒 組織変更 歯外 現存
     (歯       1)瀬　寿康 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  93211,3097,4 さくら歯科クリニック〒722-0073 0848-45-0707渡 　卓郎 渡 　卓郎 平27.11. 2歯   小歯 矯歯診療所
     尾道市向島町５５５３番地１１２常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27.11. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  93311,3098,2 鍋島歯科医院 〒722-0035 0848-22-2878鍋島　巧 鍋島　巧 平27. 9.23歯   歯外 小歯診療所
     尾道市土堂一丁目１２－１１ 常　勤:    1 交代 矯歯 現存
     (歯       1) 平27. 9.23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  93411,3099,0 かわばた歯科 〒722-2415 0845-27-0029川端　勇也 川端　勇也 平27.11.16歯   小歯 診療所
     尾道市瀬戸田町中野４０５－７ 常　勤:    1 新規 口腔外科 現存
     (歯       1) 平27.11.16
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  93511,3100,6 たくま歯科クリニック〒722-2324 0845-25-6908岡野　孝 岡野　孝 平27.11. 1歯   歯外 矯歯診療所
     尾道市因島田熊町１０番地３ 常　勤:    1 新規 小歯 現存
     (歯       1) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  93611,3101,4 さいだ歯科医院 〒722-0215 0848-48-0014齊田　拓也 齊田　拓也 平28. 1. 1歯   小歯 診療所
     尾道市美ノ郷町三成１１３８－１常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
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  93711,3102,2 医療法人至誠会井上歯〒722-0045 0848-38-2080医療法人至誠会井上歯井上　洋 平28.10. 1歯   小歯 診療所
     科クリニック 尾道市久保二丁目１番５号 常　勤:    1科クリニック　代表理 組織変更 現存
     (歯       1)事　井上　洋 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  93811,3103,0 おのみち駅前矯正歯科〒722-0036 0848-20-1000渡邉　峰朗 渡邉　峰朗 平30. 4.18矯歯 診療所
     尾道市東御所町４－１６尾道駅前常　勤:    1 新規 現存
     ビル１Ｆ (歯       1) 平30. 4.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  93911,3104,8 桑原歯科医院 〒722-0073 0848-44-2220 原　健二 原　健二 平30. 5. 1歯   診療所
     尾道市向島町５７６－１３ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  94013,3005,3 岡田歯科医院 〒722-2324 08452-2-0877岡田　公生 岡田　公生 平 5. 7. 1歯   診療所
     尾道市因島田熊町１１０５－３ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  94113,3010,3 宮地歯科医院 〒722-2322 08452-2-0336宮地　弘展 宮地　弘展 昭53. 6.30歯   診療所
     尾道市因島三庄町１５６９－１ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平29. 6.30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  94213,3018,6 宗金歯科医院 〒722-2324 08452-2-7216宗金　龍二 宗金　龍二 昭54. 3. 1歯   矯歯 小歯診療所
     尾道市因島田熊町４３３４－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  94313,3019,4 因島村上歯科医院 〒722-2323 08452-2-8388村上　俊一 村上　俊一 昭56. 5. 1歯   診療所
     尾道市因島土生町１９０２－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  94413,3021,0 ファミリー歯科　宮地〒722-2211 0845-24-2555宮地　伸治 宮地　伸治 昭58. 3. 1歯   診療所
     尾道市因島中庄町３３１４－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  94513,3022,8 あおかげ歯科 〒722-2211 0845-24-2777今井　豊 今井　豊 昭58. 5. 1歯   診療所
     尾道市因島中庄町３１７２－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  94613,3023,6 歯科・斎藤クリニック〒722-2323 08452-2-8844斎藤　顕 斎藤　顕 昭63. 5. 1歯   診療所
     尾道市因島土生町１２１７－７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  94713,3025,1 酒井歯科医院 〒722-2211 08452-4-3648酒井　清文 酒井　清文 平 5. 2. 1歯   診療所
     尾道市因島中庄町２０２１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  94813,3026,9 医療法人社団　岡野歯〒722-2323 08452-2-7100医療法人社団　岡野歯岡野　主裕 平11. 5. 1歯   診療所
     科クリニック 尾道市因島土生町１８９９－８ 常　勤:    1科クリニック　理事長 組織変更 現存
     (歯       1)　岡野　主裕 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  94913,3027,7 瀬戸内歯科医院 〒722-2102 0845-25-0663岡崎　利次 岡崎　利次 平17. 1. 1歯   診療所
     尾道市因島重井町２９５５－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  95015,3010,8 川村歯科医院 〒720-0043 084-923-1785川村　康中 川村　康中 昭56. 9. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福山市船町１－２ 常　勤:    1 移転 歯外 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  95115,3012,4 北村歯科医院 〒720-0064 084-922-4055北村　富三郎 北村　富三郎 昭55. 3.13歯   診療所
     福山市延広町４－７ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平28. 3.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  95215,3014,0 坂本歯科医院 〒720-0818 0849-23-3722坂本　勝也 坂本　勝也 平12. 1. 1歯   矯歯 歯外診療所
     福山市西桜町１丁目３－１３ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  95315,3017,3 北村歯科医院 〒720-0052 0849-23-0605北村　裕俊 北村　裕俊 昭32.10. 1歯   診療所
     福山市東町２丁目１－１２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  95415,3023,1 小林歯科診療所 〒720-0832 0849-56-3174小林　万里恵 小林　万里恵 平13. 4. 1歯   診療所
     福山市水呑町１８６２－３ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  95515,3031,4 橘高歯科医院 〒720-0822 084-957-1188橘高　利尚 橘高　利尚 平 4. 9. 1歯   小歯 診療所
     福山市川口町２丁目２２－３ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  95615,3033,0 池田歯科医院 〒720-0011 084-955-0076池田　剛 池田　剛 昭32.10.16歯   診療所
     福山市横尾町１丁目１０番２号 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  95715,3034,8 まつやま歯科医院 〒720-0052 0849-23-1983松山　誠爾 松山　誠爾 平 3.11. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福山市東町２丁目２－５ 常　勤:    2 移転 現存
     (歯       2) 平24.11. 1
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  95815,3040,5 杉原歯科医院 〒720-0806 0849-23-4426杉原　昭男 杉原　昭男 昭33. 4.10歯   診療所
     福山市南町１５－２ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  95915,3041,3 平井歯科医院 〒720-0063 0849-22-0373平井　元章 平井　元章 平 7. 5.13歯   小歯 診療所
     福山市元町１３－２０ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平28. 5.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  96015,3044,7 谷本歯科医院 〒720-0812 084-923-0732谷本　健二 谷本　健二 昭32.10.31歯   診療所
     福山市霞町１丁目２－２２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  96115,3047,0 柚木歯科医院 〒721-0964 0849-22-2677柚木　正貴 柚木　正貴 平元.12. 1歯   診療所
     福山市港町２丁目５－２８ 常　勤:    2 移転 現存
     (歯       2) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  96215,3049,6 高橋歯科医院 〒720-0814 0849-23-3136高橋　宏治 高橋　宏治 昭54. 9.29歯   小歯 歯外診療所
     福山市光南町３丁目９－２４ 常　勤:    3 移転 現存
     (歯       3) 平24. 9.29
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  96315,3056,1 立野歯科医院 〒720-0803 0849-23-0363立野　義雄 立野　義雄 平13.12. 1歯   小歯 診療所
     福山市花園町１丁目３－１６ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  96415,3065,2 矢野歯科医院 〒729-0111 084-933-4679矢野　暢人 矢野　暢人 平20. 9. 1歯   診療所
     福山市今津町７６０ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平26. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  96515,3067,8 小川歯科医院 〒729-0104 084-933-3598小川　秀典 小川　秀典 平11. 9. 1歯   診療所
     福山市松永町４丁目１６－６ 常　勤:    3 交代 現存
     (歯       3) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  96615,3071,0 牧平歯科医院 〒720-0541 084-935-7049牧平　周生 牧平　周生 平16. 2. 1歯   診療所
     福山市金江町金見２５２２－２ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平28. 2. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  96715,3073,6 荒木歯科医院 〒729-0111 0849-33-3757荒木　光徳 荒木　光徳 平 8. 2. 1歯   小歯 診療所
     福山市今津町４－１－８ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平29. 2. 1
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  96815,3076,9 大正町歯科 〒729-0111 0849-33-2802医療法人社団　秀信会岡本　秀 平 5. 8. 1歯   診療所
     福山市今津町２－１－３７ 常　勤:    1　理事長　岡本　信 組織変更 現存
     (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  96915,3084,3 医療法人社団　義成会〒720-0805 084-931-8257医療法人社団　義成会木村　信男 平 7. 5. 1歯   診療所
     　木村歯科診療所 福山市御門町１丁目１０－１４ 常　勤:    6　理事長　木村　信男 組織変更 現存
     (歯       6) 平28. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  97015,3090,0 田中歯科医院 〒720-0064 084-923-1893田中　靖人 田中　靖人 昭44.10. 1歯   診療所
     福山市延広町８－１１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  97115,3092,6 さくらだホワイト歯科〒721-0963 084-924-6166櫻田　篤 櫻田　篤 平19. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     医院 福山市南手城町１－９－２０ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  97215,3097,5 キタカ歯科医院 〒729-0104 0849-34-3220高橋　之衛 高橋　之衛 平 6. 6. 1歯   診療所
     福山市松永町１－１０－２ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  97315,3101,5 信森歯科医院 〒720-0807 0849-31-1646信森　浩一 信森　浩一 平11.11. 1歯   診療所
     福山市明治町１１－１ 常　勤:    2 移転 現存
     (歯       2) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  97415,3102,3 平田歯科医院 〒720-0813 0849-21-7878平田　道昭 平田　道昭 昭54. 8.23歯   矯歯 小歯診療所
     福山市道三町１－７ 常　勤:    2 移転 現存
     (歯       2) 平24. 8.23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  97515,3103,1 梶田歯科 〒720-0815 084-923-8450梶田　千史 梶田　千史 昭47.10. 1歯   診療所
     福山市野上町３－２－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  97615,3108,0 藤原歯科医院 〒720-0805 0849-31-1168藤原　弘旦 藤原　弘旦 昭48.11. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福山市御門町１丁目９－４ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  97715,3110,6 沖野上木村歯科医院 〒720-0825 084-921-0838医療法人社団慈誠会　木村　誠 平元. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     福山市沖野上町１－６－３４ 常　勤:    1理事長　木村　誠 組織変更 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
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  97815,3113,0 中山歯科医院 〒720-0031 084-925-2781中山　幸男 中山　幸男 昭55. 2. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福山市三吉町４丁目１３－２９ 常　勤:    2 移転 歯外 現存
     (歯       2) 平28. 2. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  97915,3115,5 高橋歯科医院 〒720-2418 0849-72-3957高橋　一雄 高橋　一雄 昭48. 4. 1歯   診療所
     福山市加茂町中野３７５－４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  98015,3117,1 門利歯科医院 〒720-1131 084-972-2026門利　哲也 門利　哲也 平15. 8. 8歯   診療所
     福山市駅家町万能倉１４９－７ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平27. 8. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  98115,3118,9 浜田歯科医院 〒720-1131 0849-76-0518濱田　重光 濱田　重光 平10. 6.24歯   診療所
     福山市駅家町万能倉１３０５－３常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平28. 6.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  98215,3122,1 わだ歯科クリニック 〒720-0832 084-956-0246和田　佳之 和田　佳之 昭50. 3. 1歯   診療所
     福山市水呑町大谷西３４８１－１常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  98315,3124,7 徳久歯科医院 〒729-0114 0849-33-3538徳久　行夫 徳久　行夫 昭53. 7. 1歯   診療所
     福山市柳津町２丁目１１－２０ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  98415,3125,4 高橋歯科医院 〒720-0053 084-921-1270高橋　眞也 高橋　眞也 昭50. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     福山市大黒町２－３２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  98515,3126,2 神原歯科医院 〒720-0825 084-931-8781神原　和暢 神原　和暢 昭52. 1.17歯   診療所
     福山市沖野上町４丁目２４－１０常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平28. 1.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  98615,3134,6 藤本歯科医院 〒721-0963 0849-21-1724藤本　俊治 藤本　俊治 昭51.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     福山市南手城町２－１１－１６ 常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  98715,3135,3 田中歯科医院 〒720-0807 084-932-0168田中　敏夫 田中　敏夫 昭52. 4. 1歯   診療所
     福山市明治町１３－２２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  98815,3137,9 吉岡歯科医院 〒720-0042 084-932-1201吉岡　和彦 吉岡　和彦 昭52. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福山市御船町１－５－１６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  98915,3139,5 はまだ歯科医院 〒720-0052 084-923-3699医療法人社団慈久会　濱田　典久 平 5. 9. 1歯   矯歯 歯外診療所
     福山市東町３－１－１５ 常　勤:    1理事長　濱田　典久 組織変更 小歯 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  99015,3140,3 日野デンタルクリニッ〒720-0831 0849-26-0156日野　光樹 日野　光樹 昭53. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     ク 福山市草戸町３－１２－１０ 常　勤:    2 新規 歯外 現存
     (歯       2) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  99115,3142,9 高橋歯科医院 〒721-0973 0849-26-2888高橋　康友 高橋　康友 昭53. 7. 1歯   診療所
     福山市南蔵王町４－１－１４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  99215,3143,7 鎌田歯科医院 〒721-0913 0849-47-3301鎌田　俊慈 鎌田　俊慈 昭53.11. 1歯   診療所
     福山市幕山台１－１－１６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  99315,3144,5 医療法人社団　木村歯〒720-0034 0849-25-1319医療法人社団木村歯科木村　圭介 平 6. 2. 1歯   診療所
     科医院 福山市若松町６－６ 常　勤:    1医院　理事長　木村　 組織変更 現存
     (歯       1)圭介 平30. 2. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  99415,3145,2 橋本歯科医院 〒721-0973 0849-43-8832橋本　説郎 橋本　説郎 昭54. 2. 1歯   診療所
     福山市南蔵王町５－４－２６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  99515,3146,0 横山歯科医院 〒720-0825 0849-32-1566横山　和範 横山　和範 昭54. 3. 1歯   診療所
     福山市沖野上町５－１５－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  99615,3149,4 堤歯科医院 〒720-0064 0849-21-6480堤　光仁 堤　光仁 昭54. 6. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福山市延広町５－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  99715,3150,2 はなえみ歯科 〒720-0815 084-923-8808平田　孝 平田　孝 昭59. 4. 1歯   矯歯 診療所
     福山市野上町３－１２－２１ 常　勤:    3 移転 現存
     (歯       3) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  99815,3151,0 馬越歯科医院 〒720-0814 084-932-0505医療法人馬越歯科医院馬越　堅司 平元. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福山市光南町３－２－１２ 常　勤:    1　理事長　馬越　堅司 組織変更 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  99915,3153,6 吉光歯科医院 〒729-0113 084-933-5050吉光　雅志 吉光　雅志 昭55. 3. 1歯   歯外 小歯診療所
     福山市宮前町２－５－２６ 常　勤:    2 新規 矯歯 現存
     (歯       2) 平28. 3. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 100015,3154,4 内田歯科医院 〒720-0003 084-955-5511内田　武志 内田　武志 昭55. 4. 1歯   小歯 診療所
     福山市御幸町森脇４４０－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 100115,3155,1 応藤歯科 〒720-0073 0849-26-1830應藤　健三 應藤　健三 平 8. 1. 1歯   診療所
     福山市北吉津町３－１２－１９ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 100215,3156,9 一般社団法人　福山市〒721-0973 0849-41-4444一般社団法人　福山市喜田　勝幸 昭55. 5. 1歯   診療所
     歯科医師会　口腔保健福山市南蔵王町６－１９－３４ 常　勤:    1歯科医師会　会長　喜 新規 現存
     センター (歯       1)田　勝幸 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 100315,3157,7 医療法人社団　中村歯〒721-0907 084-941-9811医療法人社団　中村歯中村　守一 平15.10. 1歯   診療所
     科 福山市春日町１－５－５４ 常　勤:    1科　理事長　中村　守 組織変更 現存
     (歯       1)一 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 100415,3160,1 川本歯科医院 〒721-0913 084-947-3900川本　芳夫 川本　芳夫 昭55. 8. 1歯   診療所
     福山市幕山台２－４０－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 100515,3162,7 延近歯科医院 〒720-0063 084-931-7018延近　耕三 延近　耕三 昭56. 9. 1歯   診療所
     福山市元町１２－１元町ワコービ常　勤:    1 新規 現存
     ル５階 (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 100615,3165,0 上田歯科医院 〒720-0032 0849-31-0706上田　純夫 上田　純夫 昭57. 4. 1歯   診療所
     福山市三吉町南２－１－１９ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
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 100715,3166,8 寺島歯科医院 〒721-0942 0849-43-3300寺島　知二 寺島　知二 昭57. 6. 1歯   診療所
     福山市引野町３－３－５０ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 100815,3167,6 新長歯科医院 〒720-0832 084-956-5056新長　恭英 新長　恭英 昭61. 8. 1歯   診療所
     福山市水呑町４９９１ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 100915,3169,2 井上歯科医院 〒729-0102 084-934-0246井上　 井上　 昭58. 4. 1歯   診療所
     福山市高西町真田石宇津３８７－常　勤:    1 新規 現存
     ５ (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 101015,3171,8 山岡歯科医院 〒721-0941 084-943-5086山岡　恵美 山岡　恵美 昭58. 4. 1歯   診療所
     福山市引野町北５－４－２８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 101115,3174,2 弓井歯科医院 〒720-0013 084-955-5582弓井　敏郎 弓井　敏郎 昭58.10. 1歯   診療所
     福山市千田町大字千田１８５７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 101215,3176,7 小林歯科 〒720-0832 0849-56-0174小林　高久 小林　高久 昭59. 1. 1歯   診療所
     福山市水呑町１９２７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 101315,3177,5 皷歯科医院 〒720-0076 0849-26-5058皷　謙造 皷　謙造 昭59. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     福山市本庄町中１－２６－１３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 101415,3179,1 田頭歯科医院 〒720-1141 0849-76-2646田頭　裕 田頭　裕 昭59. 5. 1歯   診療所
     福山市駅家町江良４２７－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 101515,3183,3 魚住歯科医院 〒720-0824 0849-53-5725魚住　洋次 魚住　洋次 昭59. 8. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福山市多治米町４－２２－７ 常　勤:    2 新規 歯外 現存
     (歯       2) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 101615,3186,6 むらかみ歯科医院小児〒720-1131 0849-76-3232濱田　美保 濱田　美保 昭60. 4. 1小歯 診療所
     歯科 福山市駅家町大字万能倉１２８７常　勤:    1 新規 現存
     －８ (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 101715,3188,2 しげもり歯科医院 〒721-0907 0849-41-4114医療法人　しげもり歯重森　文弥 平 7.12. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福山市春日町６－２－９ 常　勤:    1科医院　理事長　重森 組織変更 現存
     (歯       1)　文弥 平28.12. 1
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 101815,3189,0 小林歯科医院 〒720-0843 0849-51-6007小林　良次 小林　良次 昭60. 8. 1歯   診療所
     福山市赤坂町大字赤坂１０９０－常　勤:    1 新規 現存
     ７ (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 101915,3190,8 平田歯科医院 〒720-0073 0849-21-2631平田　史朗 平田　史朗 昭60.10. 1歯   診療所
     福山市北吉津町２丁目１－１４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 102015,3191,6 はしもと歯科曙診療所〒721-0952 084-953-6484医療法人社団　はしも橋本　学 昭61. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福山市曙町５－２３－４７ 常　勤:    3と会　理事長　橋本　 新規 歯外 現存
     (歯       3)学 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 102115,3192,4 早川歯科医院 〒721-0941 084-943-1866早川　文典 早川　文典 昭61. 4. 1歯   診療所
     福山市引野町北１－２３－１４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 102215,3194,0 医療法人社団　みずほ〒721-0973 084-943-8600医療法人社団　みずほ木村　成信 昭61. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     会　蔵王歯科医院 福山市南蔵王町５－９－１８イズ常　勤:    2会　理事長　清水　徹 新規 現存
     ミ蔵王店３Ｆ (歯       2) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 102315,3195,7 きだ歯科医院 〒720-1131 0849-76-6333喜田　勝幸 喜田　勝幸 昭61. 6. 1歯   診療所
     福山市駅家町万能倉９４２－１ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 102415,3196,5 坂本歯科医院 〒720-0063 084-923-0500坂本　芳太郎 坂本　芳太郎 昭61. 7. 1歯   診療所
     福山市元町６－７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 102515,3197,3 新田歯科医院 〒720-0822 084-954-3530新田　輝之 新田　輝之 昭61. 7. 1歯   診療所
     福山市川口町２－５－１０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 102615,3198,1 ハセ歯科医院 〒720-0076 084-923-8831長谷　康弘 長谷　康弘 昭61. 8. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福山市本庄町中１－２２－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 102715,3199,9 高松歯科医院 〒721-0915 0849-47-1220高松　英也 高松　英也 昭62. 2. 1歯   診療所
     福山市伊勢丘５－１－２０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 2. 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

［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   105 頁

 102815,3200,5 モリノブ歯科 〒720-0092 0849-51-3315森信　英雄 森信　英雄 昭62. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福山市山手町５丁目３－１８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 102915,3201,3 医療法人社団　竹山歯〒720-0841 084-951-6480医療法人社団　竹山歯竹山　秀樹 平15.10. 1歯   小歯 矯歯診療所
     科 福山市津之郷町大字津之郷１２６常　勤:    2科　理事長　竹山　秀 組織変更 歯外 現存
     １番地の２ (歯       2)樹 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 103015,3203,9 医療法人社団　幸聖会〒720-0067 0849-31-7100医療法人社団　幸聖会大喜多　幸子 平 3. 3. 1矯歯 診療所
     　おおきた矯正歯科 福山市西町２－１２－３２ 常　勤:    1　おおきた矯正歯科　 組織変更 現存
     (歯       1)理事長　大喜多　幸子 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 103115,3204,7 ひらい歯科 〒720-0813 0849-32-3223平井　浩二 平井　浩二 昭62. 6. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福山市道三町７－１４ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29. 6. 1
     非常勤:    7
     (歯       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 103215,3205,4 山手町歯科 〒720-0092 084-951-2246兼森　満 兼森　満 平17. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     福山市山手町４丁目２－２７ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 103315,3207,0 きど歯科医院 〒720-0822 0849-54-4600城戸　義雄 城戸　義雄 昭63. 6. 1歯   診療所
     福山市川口町４丁目２２－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 103415,3208,8 つちや歯科 〒720-0825 0849-27-0270土屋　公俊 土屋　公俊 昭63. 8. 1歯   小歯 診療所
     福山市沖野上町４丁目２２－５ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 103515,3209,6 おがわ歯科医院 〒720-1131 0849-76-6886小川　勝憲 小川　勝憲 昭63.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福山市駅家町大字万能倉３７３－常　勤:    1 新規 現存
     ３９ (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 103615,3210,4 志渡沢歯科医院 〒720-0836 0849-51-5518志渡沢　正治 志渡沢　正治 平元. 5. 1歯   小歯 診療所
     福山市瀬戸町大字長和字細田１９常　勤:    2 新規 現存
     ５ (歯       2) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 103715,3211,2 いなだ歯科医院 〒721-0942 0849-41-8688稲田　修三 稲田　修三 平元. 6. 1歯   診療所
     福山市引野町４－２０－３０ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 103815,3212,0 門田歯科医院 〒720-1264 084-958-2955門田　信彦 門田　信彦 平元. 9. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福山市芦田町福田１０２０－１５常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 103915,3214,6 ひの歯科医院 〒721-0914 084-948-2577日野　香 日野　香 平元.11. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福山市大谷台３丁目１６－８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 104015,3215,3 渡辺矯正歯科 〒720-0064 084-926-3200渡邉　八十夫 渡邉　八十夫 平 2. 4. 1歯   矯歯 診療所
     福山市延広町１－２５明治安田生常　勤:    1 新規 現存
     命福山駅前ビル５Ｆ (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 104115,3219,5 佐藤歯科医院 〒720-0815 084-922-8148佐藤　裕紀 佐藤　裕紀 平 2. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福山市野上町２丁目１５－１ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 104215,3220,3 まえおか歯科医院 〒720-0092 084-951-8880前岡　弘子 前岡　弘子 平 2. 9. 1歯   診療所
     福山市山手町４丁目１８－２３ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 104315,3222,9 ふるてら歯科医院 〒721-0955 0849-54-6418古寺　伸寛 古寺　伸寛 平 2.11. 1歯   小歯 診療所
     福山市新涯町５丁目３０－４ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 104415,3224,5 さとう歯科 〒720-1133 0849-76-7164佐藤　恒之 佐藤　恒之 平 3. 1. 1歯   小歯 診療所
     福山市駅家町近田１０５５－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 104515,3225,2 フロカワ歯科医院 〒729-0105 0849-34-8558風呂川　彰 風呂川　彰 平 3. 4. 1歯   診療所
     福山市南松永町１－１０－１０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 104615,3226,0 医療法人社団　 岡歯〒720-0824 084-954-2090医療法人社団　 岡歯 岡　寿治 平15.10. 1歯   小歯 矯歯診療所
     科医院 福山市多治米町２丁目１２－５ 常　勤:    2科医院　理事長　 岡 組織変更 歯外 現存
     (歯       2)　寿治 平27.10. 1
     非常勤:   10
     (歯      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 104715,3227,8 門井歯科医院 〒720-0001 0849-72-7373門井　秀夫 門井　秀夫 平 3. 5. 1歯   小歯 診療所
     福山市御幸町大字上岩成字大道３常　勤:    1 新規 現存
     ３３－５ (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 104815,3228,6 うえはら歯科医院 〒720-0031 0849-21-8041上原　康嗣 上原　康嗣 平 3. 6. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福山市三吉町１丁目９－４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 104915,3229,4 甲斐歯科医院 〒720-1262 0849-58-4513甲斐　敬康 甲斐　敬康 平 3. 9. 1歯   小歯 診療所
     福山市芦田町下有地９８０－２ 常　勤:    3 新規 現存
     (歯       3) 平24. 9. 1
     非常勤:    6
     (歯       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 105015,3230,2 たての歯科クリニック〒721-0962 084-945-7111立野　治雄 立野　治雄 平 3.12. 1歯   診療所
     福山市東手城町１－２９－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 105115,3231,0 医療法人社団　モノベ〒720-0017 0849-55-6530医療法人社団　モノベ物部　良樹 平 7.12. 1歯   小歯 診療所
     歯科医院 福山市千田町１丁目３５－１ 常　勤:    1歯科医院　理事長　物 組織変更 現存
     (歯       1)部　良樹 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 105215,3232,8 ひろむ歯科医院 〒721-0907 084-945-8033中山　弘 中山　弘 平 4. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福山市春日町１丁目１３－１８ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 105315,3233,6 おおもり歯科医院 〒721-0911 0849-47-8320大森　海造 大森　海造 平 4. 5. 1歯   診療所
     福山市青葉台１－３－１８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 105415,3234,4 伊藤歯科医院 〒720-0837 084-951-7273伊藤　孝 伊藤　孝 平 4. 9. 1歯   診療所
     福山市瀬戸町大字地頭分字落石６常　勤:    1 新規 現存
     ９３－１９ (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 105515,3235,1 河村歯科医院 〒720-0201 084-982-1265河村　浩一 河村　浩一 平 4.10. 1歯   診療所
     福山市鞆町鞆４３５－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 105615,3236,9 おかもと歯科 〒720-1142 084-976-1201岡本　史江 岡本　史江 平 4.10. 1歯   診療所
     福山市駅家町上山守２５４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 105715,3237,7 たかた歯科医院 〒721-0903 084-947-8350髙田　和政 髙田　和政 平 5. 5. 1歯   診療所
     福山市坪生町四丁目２番６号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
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 105815,3239,3 村上歯科医院 〒720-0073 0849-23-8100村上　一郎 村上　一郎 平 5. 5. 1歯   小歯 診療所
     福山市北吉津町３丁目１１－１７常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 105915,3241,9 日野歯科医院 〒720-0067 0849-27-1811日野　泰志 日野　泰志 平 5.11. 1歯   小歯 診療所
     福山市西町２丁目１４－７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 106015,3242,7 かやの歯科医院 〒729-0104 0849-33-0560茅野　晃弘 茅野　晃弘 平 5.12. 1歯   診療所
     福山市松永町５－９－１６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 106115,3243,5 明王台クリニック 〒720-0834 0849-52-2281神原　滋 神原　滋 平 5.12. 1歯   小歯 診療所
     福山市明王台１丁目５－８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 106215,3245,0 占部歯科医院 〒720-0824 0849-57-5678占部　正弘 占部　正弘 平 6. 2. 1歯   診療所
     福山市多治米町６－１７－２２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 106315,3246,8 医療法人社団　みずほ〒720-0062 0849-22-8474医療法人社団　みずほ粟根　直明 平 6. 6. 1歯   矯歯 小歯診療所
     会　伏見町歯科クリニ福山市伏見町４－２０ 常　勤:    1会　理事長　清水　徹 新規 現存
     ック (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 106415,3247,6 小川矯正歯科 〒720-0062 084-928-0118小川　晴也 小川　晴也 平10. 4. 1矯歯 診療所
     福山市伏見町４－３２ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 106515,3248,4 にしや歯科医院 〒720-0056 084-928-4545西谷　展 西谷　展 平 7. 1. 1歯   診療所
     福山市本町１－１０ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 106615,3249,2 土屋歯科医院 〒720-0042 084-931-5701医療法人社団　義恵会土屋　浩昭 平15.10. 1一般         4診療所
     福山市御船町１－１２－６ 常　勤:    4　理事長　土屋　浩昭 組織変更 歯   小歯 矯歯現存
     (歯       4) 平27.10. 1歯外 
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 106715,3250,0 こばやし歯科医院 〒729-0252 084-936-1963小林　誠 小林　誠 平 7. 4. 1歯   診療所
     福山市本郷町字平田３０６５－２常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 106815,3251,8 横山歯科医院 〒720-2418 084-972-2100横山　晴洋 横山　晴洋 平 7. 9. 1歯   診療所
     福山市加茂町大字中野字大工免８常　勤:    1 新規 現存
     １２－１ (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 106915,3253,4 びんご歯科クリニック〒721-0955 084-957-5525西谷　満 西谷　満 平 7.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福山市新涯町２－１２－４５ 常　勤:    2 新規 歯外 現存
     (歯       2) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 107015,3256,7 しんき歯科医院 〒721-0973 0849-43-1525新木　恒猪 新木　恒猪 平 9. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     福山市南蔵王町６丁目２５－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 107115,3258,3 多治米歯科 〒720-0824 0849-20-2099林　宏昌 林　宏昌 平10. 6. 1歯   歯外 小歯診療所
     福山市多治米町１－２５－１５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 107215,3259,1 藤井歯科クリニック 〒721-0973 084-921-4451藤井　敬子 藤井　敬子 平10.10. 1歯   小歯 診療所
     福山市南蔵王町１－６－９ 常　勤:    1 新規 休止
     (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 107315,3260,9 橘髙歯科医院 〒721-0964 0849-32-7488橘髙　治紀 橘髙　治紀 平11. 4. 1歯   診療所
     福山市港町１－３－１４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 107415,3261,7 松本歯科医院 〒721-0951 0849-81-2505松本　堅太郎 松本　堅太郎 平11. 8. 1歯   歯外 矯歯診療所
     福山市新浜町１－４－１８ 常　勤:    1 新規 小歯 現存
     (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 107515,3262,5 まつもと歯科医院 〒721-0955 0849-20-2070松本　啓次郎 松本　啓次郎 平11. 8. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福山市新涯町５丁目２－１８ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 107615,3263,3 ファミリー歯科クリニ〒721-0926 084-940-4322金　哲勲 金　哲勲 平11. 9. 1歯   小歯 診療所
     ック 福山市大門町１－３８－２６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 107715,3264,1 なべしま歯科医院 〒721-0907 0849-45-9511鍋島　茂樹 鍋島　茂樹 平11.12. 1歯   小歯 診療所
     福山市春日町１丁目２－４７Ｔ．常　勤:    1 新規 現存
     Ｙ．ＭＯＴＯＹＡ１０１ (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 107815,3265,8 白木歯科医院 〒720-1141 0849-77-0017白木　篤 白木　篤 平12. 3. 1歯   小歯 歯外診療所
     福山市駅家町大字江良７７５－５常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 107915,3266,6 はま歯科医院 〒720-0022 0849-73-6366濱　和洋 濱　和洋 平12. 5. 1歯   小歯 診療所
     福山市奈良津町３丁目５－２４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 108015,3267,4 聖和歯科クリニック 〒720-0825 0849-22-0047田中　敬幸 田中　敬幸 平12. 6. 1歯   小歯 診療所
     福山市沖野上町３丁目８－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 108115,3268,2 小倉歯科クリニック 〒721-0973 084-940-6858小倉　嘉弘 小倉　嘉弘 平12. 9. 1歯   歯外 小歯診療所
     福山市南蔵王町５丁目１６－３５常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 9. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 108215,3271,6 しみず歯科医院 〒721-0955 0849-57-1182清水　克成 清水　克成 平13. 5. 1歯   小歯 診療所
     福山市新涯町１丁目２７－４７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 108315,3272,4 いしい歯科クリニック〒729-0104 0849-30-4535石井　敏也 石井　敏也 平13.10. 1歯   小歯 診療所
     福山市松永町３丁目７－１５ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 108415,3273,2 かねだ歯科医院 〒720-0017 084-961-0655金田　俊彦 金田　俊彦 平18. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     福山市千田町２丁目４１番１１号常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 108515,3274,0 明神歯科、矯正歯科医〒721-0961 084-925-6480武田　尊浩 武田　尊浩 平15. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     院 福山市明神町１－５－４１ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 108615,3276,5 みやた歯科クリニック〒720-0003 084-961-1371宮田　知秀 宮田　知秀 平15. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     福山市御幸町大字森脇８８番地１常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 108715,3277,3 もりかわ歯科医院 〒721-0955 084-954-0838森川　直樹 森川　直樹 平15. 6. 1歯   小歯 診療所
     福山市新涯町２丁目６－３１もり常　勤:    1 新規 現存
     かわビル２Ｆ (歯       1) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 108815,3278,1 かわむら歯科医院 〒720-0077 084-932-6262河村　昭博 河村　昭博 平15.10. 1歯   小歯 診療所
     福山市南本庄５丁目７－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 108915,3279,9 あさみ歯科医院 〒720-0542 084-930-1864淺海　秀明 淺海　秀明 平15.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     福山市金江町藁江１４０番地 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 109015,3280,7 かしはら歯科医院 〒721-0966 084-973-1055柏原　誠二 柏原　誠二 平16. 1. 1歯   小歯 診療所
     福山市手城町２丁目２３－１４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 109115,3281,5 おおた歯科医院 〒720-0832 084-956-4556太田　吉宣 太田　吉宣 平16. 3. 1歯   小歯 診療所
     福山市水呑町４４８７番地の２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 3. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 109215,3282,3 歯科室　むつてっせん〒720-0031 084-923-2410松永　心子 松永　心子 平16. 3. 1歯   歯外 診療所
     福山市三吉町３－２－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 109315,3283,1 かんばら歯科 〒720-0822 084-954-8933神原　庸典 神原　庸典 平16. 4. 1歯   小歯 診療所
     福山市川口町１－８－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 109415,3284,9 いとう歯科 〒721-0958 084-957-9430伊東　孝介 伊東　孝介 平16. 6. 1歯   小歯 診療所
     福山市西新涯町１丁目２－３５ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 109515,3285,6 よしだ歯科 〒721-0973 084-925-1566 田　知生 田　知生 平16. 8. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福山市南蔵王町２丁目１０－１８常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 109615,3286,4 さとう歯科医院 〒720-0832 084-956-1321佐藤　雅彦 佐藤　雅彦 平17. 1. 1歯   小歯 診療所
     福山市水呑町４３９４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 109715,3287,2 三谷歯科医院 〒720-0311 084-987-3387三谷　泰 三谷　泰 平17. 5. 1歯   診療所
     福山市沼隈町大字草深１９６６－常　勤:    2 交代 現存
     ２ (歯       2) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 109815,3288,0 うらべ歯科 〒720-1141 084-976-8214卜部　雅嗣 卜部　雅嗣 平17. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     福山市駅家町江良２６４－４ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 109915,3289,8 カネモリ　デンタル　〒721-0941 084-943-0118兼森　紀代子 兼森　紀代子 平17. 7. 1歯   診療所
     オフィス 福山市引野町北２丁目２３－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 110015,3291,4 デンタルクリニック　〒721-0974 084-973-8143西谷　元晴 西谷　元晴 平17. 9. 1歯   小歯 矯歯診療所
     パステル 福山市東深津町２丁目７－２７グ常　勤:    2 新規 歯外 現存
     ラミュール東深津１Ｆ (歯       2) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 110115,3294,8 てらおか歯科クリニッ〒729-3103 0847-52-5118寺岡　宏 寺岡　宏 平18. 2. 1歯   小歯 診療所
     ク 福山市新市町新市３８７－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 110215,3295,5 日野歯科医院 〒720-0825 084-921-9333日野　貴史 日野　貴史 平18. 2. 1歯   診療所
     福山市沖野上町４丁目１５－２０常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 110315,3296,3 髙橋歯科クリニック 〒720-2418 084-972-5125髙橋　修平 髙橋　修平 平18. 5. 1歯   診療所
     福山市加茂町字中野２４４番地 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 110415,3299,7 ブランデンタルクリニ〒721-0942 084-940-5900医療法人社団鶴栄会　三阪　宜史 平18. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ック 福山市引野町１丁目１９－３ 常　勤:    1理事長　砂田　全亮 新規 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 110515,3301,1 岡本歯科医院 〒729-0104 084-930-4730医療法人社団　秀信会岡本　信 平18. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     福山市松永町３５２－１３ 常　勤:    2　理事長　岡本　信 新規 現存
     (歯       2) 平30. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 110615,3303,7 ぎゅう歯科 〒721-0915 084-948-0989森坂　仁美 森坂　仁美 平19. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     福山市伊勢丘２－１－２ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 110715,3304,5 さくら歯科医院 〒720-0824 084-954-7505 丸　美加 丸　美加 平19. 2. 1歯   歯外 小歯診療所
     福山市多治米町５丁目２５－８ 常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 110815,3306,0 友野歯科クリニック 〒720-0311 084-980-7030友野　博記 友野　博記 平19. 4. 1歯   歯外 小歯診療所
     福山市沼隈町草深６１－１ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平25. 4. 1
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 110915,3307,8 Ｃ´ｓデンタルクリニ〒720-0067 084-926-1211篠原　弘明 篠原　弘明 平19. 5. 1歯   小歯 診療所
     ック 福山市西町３丁目１５－１７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 111015,3308,6 山陽歯科クリニック 〒720-0402 084-988-1377横井　健朗 横井　健朗 平19. 6. 1歯   歯外 小歯診療所
     福山市沼隈町大字中山南１０８３常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     番地１ (歯       1) 平25. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 111115,3310,2 デンタル　クリニック〒729-0104 084-930-6480西脇　顕 西脇　顕 平19.11. 1歯   小歯 矯歯診療所
     　西脇 福山市松永町４－１５－８４ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 111215,3311,0 ＩＫＥＤＡ　ＤＥＮＴ〒721-0926 084-945-8417池田　量 池田　量 平20. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     ＡＬ　ＣＬＩＮＩＣ 福山市大門町３－２３－３２ 常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平26. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 111315,3312,8 ＨＡＲＶＥＳＴ　ＤＥ〒720-2122 084-960-4122橋本　泰伸 橋本　泰伸 平20.12. 1歯   小歯 診療所
     ＮＴＡＬ　ＣＬＩＮＩ福山市神辺町新湯野３－３９－５常　勤:    1 新規 現存
     Ｃ (歯       1) 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 111415,3313,6 志田原歯科小児歯科医〒720-0031 084-921-6439志田原　早苗 志田原　早苗 平21. 2. 2歯   小歯 診療所
     院 福山市三吉町四丁目７番４０号 常　勤:    2 移転 現存
     (歯       2) 平27. 2. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 111515,3314,4 きのしょう歯科診療所〒720-0082 084-920-1955西谷　政展 西谷　政展 平21. 2. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福山市木之庄町３－１０－２０　常　勤:    1 新規 歯外 現存
     森×ｈａｋｏ　１Ｆ (歯       1) 平27. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 111615,3315,1 さとう歯科クリニック〒721-0966 084-931-7960佐藤　連造 佐藤　連造 平21. 3. 9歯   矯歯 歯外診療所
     福山市手城町４－７－５ 常　勤:    1 新規 小歯 現存
     (歯       1) 平27. 3. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 111715,3316,9 ふかつ歯科・矯正歯科〒721-0975 084-982-5111渡邉　武寛 渡邉　武寛 平21. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福山市西深津町五丁目２３番４１常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 111815,3319,3 かわばた歯科クリニッ〒720-0411 084-920-6120川端　英二 川端　英二 平21. 6. 1歯   小歯 診療所
     ク 福山市熊野町乙１０７５－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 6. 1
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 111915,3322,7 宝諸歯科医院 〒720-0066 084-923-1910岡﨑　 吾 岡﨑　 吾 平22. 5. 1歯   診療所
     福山市三之丸町１１番１０号 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 112015,3323,5 すずき歯科クリニック〒721-0908 084-945-1030医療法人　すずき歯科鈴木　直樹 平22.10. 1歯   小歯 診療所
     福山市春日町大字吉田字大町８３常　勤:    4クリニック　理事長　 組織変更 現存
     ４番地 (歯       4)鈴木　直樹 平28.10. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 112115,3324,3 医療法人社団碧雄会お〒720-2125 084-962-5511医療法人社団碧雄会お沖藤　泰隆 平22.10. 1歯   小歯 矯歯診療所
     きとう歯科クリニック福山市神辺町新徳田３丁目４９５常　勤:    7きとう歯科クリニック 組織変更 歯外 現存
     番 (歯       7)　理事長　沖藤　泰隆 平28.10. 1
     非常勤:   17
     (歯      17)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 112215,3325,0 医療法人社団東陽会　〒729-3103 0847-52-6480医療法人社団東陽会　和田　勝 平22.11. 1歯   歯外 小歯診療所
     和田歯科医院 福山市新市町大字新市６９５番地常　勤:    1和田歯科医院　理事長 移転 現存
     ２ (歯       1)　和田　勝 平28.11. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 112315,3326,8 ひらち歯科医院 〒720-0082 084-924-3718平地　正茂 平地　正茂 平22.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     福山市木之庄町１－１２－３８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.11. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 112415,3327,6 医療法人　秀明会　小〒720-0814 084-983-0418医療法人　秀明会　理小池　秀行 平23. 3. 1歯   診療所
     池デンタルクリニック福山市光南町１－５－２３ 常　勤:    1事長　小池　英爾 新規 現存
     (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 112515,3328,4 ＲＯＳＥ　ＣＬＩＮＩ〒720-0065 084-924-0100新井　寿欧 新井　寿欧 平23. 4. 1歯   歯外 矯歯診療所
     Ｃ 福山市東桜町１－１ｉｎｅｓ　Ｆ常　勤:    2 新規 小歯 現存
     ＵＫＵＹＡＭＡ (歯       2) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 112615,3332,6 塩﨑歯科医院 〒720-0814 084-922-6707塩﨑　高志 塩﨑　高志 平23.11.24歯   小歯 診療所
     福山市光南町１丁目１０－２３ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平29.11.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 112715,3333,4 医療法人　幸美会　な〒721-0942 084-982-9800医療法人　幸美会　な中村　幸生 平24. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     かむら歯科クリニック福山市引野町三丁目３７番２７号常　勤:    1かむら歯科クリニック 組織変更 矯歯 現存
     (歯       1)　理事長　中村　幸生 平30. 4. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 112815,3334,2 こだま歯科医院 〒720-1142 084-976-0328児玉　和志 児玉　和志 平24. 5. 3歯   小歯 診療所
     福山市駅家町上山守４６２－７ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平30. 5. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 112915,3335,9 森デンタルクリニック〒720-0002 084-961-3333森　功一郎 森　功一郎 平24. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     福山市御幸町下岩成１１４３－３常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平30. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 113015,3336,7 小林歯科医院 〒729-0112 084-933-3867小林　修之 小林　修之 平24.10. 1歯   診療所
     福山市神村町７６６－３ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 113115,3337,5 たかはしキッズデンタ〒720-0821 084-953-2418髙橋　昌司 髙橋　昌司 平24.10. 1小歯 矯歯 歯外診療所
     ル 福山市東川口町５丁目１８番１５常　勤:    2 新規 現存
     号 (歯       2) 平24.10. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 113215,3338,3 河底歯科・矯正歯科 〒720-0031 084-931-0041河底　晴紀 河底　晴紀 平24.11. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福山市三吉町２丁目１４－８ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 113315,3339,1 作田歯科医院 〒721-0942 084-941-3251作田　篤代 作田　篤代 平25. 1. 1歯   診療所
     福山市引野町５丁目２０番１５号常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平25. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 113415,3341,7 はやし歯科クリニック〒720-0011 084-983-1844林　順二 林　順二 平25. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福山市横尾町１－２２－７ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 113515,3343,3 医療法人社団吉岡歯科〒720-0812 084-982-8620医療法人社団吉岡歯科越智　康 平25.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     医院　ファーストデン福山市霞町一丁目３番２５号 常　勤:    1医院　理事長　吉岡　 新規 現存
     タルクリニック福山 (歯       1)寿治 平25.10. 1
     非常勤:    6
     (歯       6)
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 113615,3344,1 テラチ歯科 〒721-0974 084-925-8241寺地　睦久 寺地　睦久 平25.10. 1歯   診療所
     福山市東深津町三丁目１３－３３常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 113715,3346,6 あだち歯科 〒720-0822 084-981-2710足立　均 足立　均 平26. 2. 8歯   小歯 診療所
     福山市川口町四丁目１２－４６ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平26. 2. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 113815,3347,4 ふじた歯科クリニック〒720-1133 084-961-4618藤田　康晴 藤田　康晴 平26. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     福山市駅家町大字近田１１９－１常　勤:    1 新規 現存
     －２ (歯       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 113915,3348,2 信岡歯科医院 〒720-2104 084-963-8018下野　敦弘 下野　敦弘 平26. 8. 1歯   小歯 歯外診療所
     福山市神辺町道上１０１１－５ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 114015,3349,0 かわもと歯科 〒720-0202 084-983-5787川本　雅史 川本　雅史 平26. 9. 1歯   小歯 診療所
     福山市鞆町後地３４５８－２０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 114115,3350,8 医療法人社団　敬崇会〒720-0824 084-959-4601医療法人社団　敬崇会猪原　信俊 平26.11. 1歯   内   リハ診療所
     (15,1589,7) 　猪原歯科・リハビリ福山市多治米町五丁目２８番１５常　勤:    5　理事長　猪原　信俊 移転 口腔外科 現存
     テーション科 号 (歯       5) 平26.11. 1
     非常勤:    5
     (医       1)
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 114215,3352,4 越智歯科昭和町医院 〒720-0808 084-920-0202越智　大輔 越智　大輔 平27. 2. 1歯   小歯 歯外診療所
     福山市昭和町７－７ 常　勤:    2 新規 矯歯 現存
     (歯       2) 平27. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 114315,3354,0 藤井歯科医院 〒720-0051 084-923-0654藤井　理史 藤井　理史 平27. 6. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福山市桜馬場町１－３０ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 114415,3356,5 つお歯科医院 〒721-0926 084-941-6289小川　由希子 小川　由希子 平27.10.31歯   小歯 診療所
     福山市大門町１－３１－２５ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平27.10.31
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 114515,3357,3 リアン歯科クリニック〒720-0804 084-979-4894日野　泰樹 日野　泰樹 平28. 6. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福山市緑町１－３０ハローズモー常　勤:    1 新規 現存
     ル内 (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 114615,3358,1 ふくはら歯科医院 〒721-0927 084-943-6313医療法人ふくはら歯科福原　克英 平28. 5. 1歯   小歯 診療所
     福山市大門町津之下１７３番３ 常　勤:    1医院　理事長　福原　 組織変更 現存
     (歯       1)克英 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 114715,3359,9 もりかず歯科医院 〒721-0952 084-982-8338森数　祐輔 森数　祐輔 平28. 8. 2歯   歯外 小歯診療所
     福山市曙町３丁目２１番９号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 8. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 114815,3360,7 ひでひら歯科医院 〒720-0032 084-975-3464秀平　宏文 秀平　宏文 平28.11. 1歯   小歯 診療所
     福山市三吉町南一丁目１２番１５常　勤:    2 新規 現存
     号 (歯       2) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 114915,3361,5 医療法人　歯科ＥＭデ〒721-0907 084-982-6925医療法人　歯科ＥＭデ奥村　昌泰 平28.10. 3歯   小歯 歯外診療所
     ンタルクリニック 福山市春日町七丁目５番１６号 常　勤:    2ンタルクリニック　理 組織変更 現存
     (歯       2)事長　奥村　昌泰 平28.10. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 115015,3362,3 かんなべモール歯科 〒720-2123 084-962-5820医療法人ＳＯＬＡ　理助政　安伸 平28.11. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福山市神辺町川北１４４２－１ 常　勤:    1事長　助政　安伸 組織変更 歯外 現存
     (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 115115,3363,1 吉岡歯科医院 〒729-0111 084-934-6480医療法人　社団　プラ吉岡　洋治 平28.11. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福山市今津町五丁目１番７号 常　勤:    1チナ会　吉岡歯科医院 組織変更 現存
     (歯       1)　理事長　吉岡　洋治 平28.11. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 115215,3364,9 和田歯科医院 〒720-0067 084-923-8211和田　健志 和田　健志 平29. 3.15歯   小歯 矯歯診療所
     福山市西町２丁目５－６ 常　勤:    1 交代 歯外 現存
     (歯       1) 平29. 3.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 115315,3365,6 宇田歯科医院 〒721-0958 084-999-8811宇田　航希 宇田　航希 平29. 5. 8歯   歯外 小歯診療所
     福山市西新涯町２丁目２２番１２常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平29. 5. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 115415,3366,4 下江歯科医院 〒720-0065 084-924-1000下江　正幸 下江　正幸 平29. 5.16歯   小歯 歯外診療所
     福山市東桜町２－１１　福山セン常　勤:    2 新規 現存
     タービル　１Ｆ (歯       2) 平29. 5.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 115515,3367,2 たけこし歯科クリニッ〒729-0104 084-939-6166竹腰　麻貴子 竹腰　麻貴子 平29. 6. 1歯   小歯 診療所
     ク 福山市松永町五丁目２７－８－２常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 115615,3368,0 クローバー歯科 〒721-0915 084-947-3410医療法人　Ｏｐｅｎ　大石　憲一 平29. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福山市伊勢丘一丁目１番６号 常　勤:    2ＵＰ　理事長　大石　 組織変更 現存
     (歯       2)憲一 平29. 5. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 115715,3369,8 おびなたデンタルオフ〒720-0814 084-959-3391大日方　祐介 大日方　祐介 平30. 4.18歯   診療所
     ィス 福山市光南町三丁目２番８号２Ｆ常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 4.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 115815,3370,6 まきひら歯科クリニッ〒720-0066 084-961-3957牧平　清超 牧平　清超 平30. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 福山市三之丸町７－２１－１０１常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 115917,3017,9 医療法人社団　門田歯〒726-0013 0847-46-3888医療法人社団門田歯科門田　和也 平 3. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     科医院 府中市高木町５４５－２ 常　勤:    2医院　理事長　門田　 組織変更 歯外 現存
     (歯       2)誠四郎 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 116017,3018,7 医療法人　小西歯科医〒726-0005 0847-41-2900医療法人　小西歯科医小西　貞夫 平元.10. 1歯   小歯 矯歯診療所
     院　小西歯科小児歯科府中市府中町９３－１０ 常　勤:    3院　理事長　小西　貞 組織変更 現存
     医院 (歯       3)夫 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 116117,3019,5 医療法人社団　藤岡歯〒726-0003 0847-41-6690医療法人社団　藤岡歯藤岡　大助 平元.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     科 府中市元町５３４－８ 常　勤:    2科　理事長　藤岡　大 組織変更 現存
     (歯       2)助 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 116217,3020,3 医療法人暁侑会　ワダ〒726-0013 0847-45-0066医療法人暁侑会　理事和田　龍彦 平元. 6. 1歯   診療所
     歯科クリニック 府中市高木町６１－３ 常　勤:    1長　和田　龍彦 組織変更 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 116317,3021,1 府中第一歯科医院 〒726-0032 0847-41-8148小林　郁夫 小林　郁夫 昭62.10. 1歯   診療所
     府中市出口町８８７－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 116417,3022,9 父石歯科 〒726-0035 0847-41-3311粟根　昭嘉 粟根　昭嘉 平元. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     府中市父石町３３３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 116517,3024,5 医療法人社団　フジモ〒726-0012 0847-52-3137医療法人社団フジモト藤本　俊介 平 5. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     ト歯科 府中市中須町７２１－８ 常　勤:    2歯科　理事長　藤本　 移転 現存
     (歯       2)俊介 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 116617,3026,0 佐藤歯科医院 〒726-0012 0847-45-8338佐藤　雅和 佐藤　雅和 平 7.10. 1歯   小歯 診療所
     府中市中須町字国府１６９６－２常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 116717,3027,8 はまはら歯科 〒726-0023 0847-45-9228濵原　哲夫 濵原　哲夫 平 7.10. 1歯   診療所
     府中市栗柄町３１４９－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 116817,3028,6 瀬尾歯科医院 〒726-0002 0847-45-6474瀬尾　宰一郎 瀬尾　宰一郎 平 8. 8. 1歯   診療所
     府中市鵜飼町５３７－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 116917,3029,4 細川歯科 〒726-0002 0847-40-0145細川　敬司 細川　敬司 平10.12. 1歯   診療所
     府中市鵜飼町３７－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 117017,3030,2 すみだ歯科医院 〒726-0004 0847-47-1182住田　真一 住田　真一 平14.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     府中市府川町３４１－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 117117,3031,0 しげはら歯科クリニッ〒726-0005 0847-47-6091繁原　宏 繁原　宏 平17. 6. 1歯   小歯 診療所
     ク 府中市府中町７１３－１ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 117217,3032,8 田中歯科医院 〒729-3431 0847-62-3140田中　宣夫 田中　宣夫 平19. 6. 5歯   診療所
     府中市上下町上下２０５４－１０常　勤:    1 移転 休止
     (歯       1) 平25. 6. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 117317,3034,4 小林歯科医院 〒726-0005 0847-41-2072小林　弘治 小林　弘治 平27. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     府中市府中町２８－７ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平27. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 117417,3035,1 平戸歯科駅前 〒726-0003 0847-46-3601平戸　啓一朗 平戸　啓一朗 平28. 9.26歯   診療所
     府中市元町４７２－１ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平28. 9.26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 117517,3036,9 さの歯科医院 〒726-0012 0847-52-2441佐野　倫三 佐野　倫三 平29. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     府中市中須町１５－５ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 117617,3037,7 さくら歯科クリニック〒726-0012 0847-54-0145佐藤　正彰 佐藤　正彰 平30. 1. 9歯   歯外 診療所
     府中市中須町７３５－１ 常　勤:    2 移転 現存
     (歯       2) 平30. 1. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 117719,3010,0 岡歯科医院 〒728-0012 0824-62-2306 岡　雅英 岡　雅英 平14. 1. 1歯   小歯 診療所
     三次市十日市中２－１４－３０ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 117819,3016,7 林歯科医院 〒728-0011 0824-63-5470林　翔 林　翔 平 6. 8. 1歯   診療所
     三次市十日市西１丁目２－１０ 常　勤:    2 移転 現存
     (歯       2) 平24. 8. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 117919,3021,7 紙谷歯科医院 〒728-0021 0824-62-1182紙谷　寛 紙谷　寛 平 2. 7. 1歯   診療所
     三次市三次町１３８８－１ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 118019,3024,1 折田歯科医院 〒728-0012 0824-62-5544折田　伸二郎 折田　伸二郎 昭56.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     三次市十日市中３丁目９－３ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 118119,3026,6 瀬山備北歯科 〒728-0013 08246-3-8288瀬山　淳 瀬山　淳 昭59. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     三次市十日市東４丁目３－６ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 118219,3027,4 吉岡歯科クリニック 〒728-0014 0824-63-3818吉岡　洋彦 吉岡　洋彦 昭62.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     三次市十日市南１丁目６－７アナ常　勤:    1 新規 現存
     ダビル２Ｆ (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 118319,3028,2 松田歯科医院 〒728-0017 0824-63-7400松田　哲也 松田　哲也 昭63. 8. 1歯   診療所
     三次市南畑敷町５０６－１１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 118419,3032,4 西村歯科医院 〒728-0012 0824-64-3003西村　親樹 西村　親樹 平 6.12. 1歯   診療所
     三次市十日市中２丁目６－２８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 118519,3034,0 矯正歯科　森本 〒728-0006 0824-64-7070森本　徳明 森本　徳明 平14. 7. 1矯歯 診療所
     三次市畠敷町８８０－３　１Ｆ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平26. 7. 1
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 118619,3035,7 松岡歯科医院 〒728-0013 0824-64-0018医療法人社団　松成会松岡　克司 平19. 4. 1歯   歯外 小歯診療所
     三次市十日市東４丁目１－３０シ常　勤:    1　理事長　松岡　克司 組織変更 矯歯 現存
     ョッピングセンターサングリーン(歯       1) 平25. 4. 1
     ２Ｆ２１５号 非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 118719,3036,5 まつお歯科医院 〒728-0006 0824-64-3132松尾　友太郎 松尾　友太郎 平14. 5. 1歯   矯歯 歯外診療所
     三次市畠敷町２４－１ 常　勤:    2 新規 小歯 現存
     (歯       2) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 118819,3037,3 さかい歯科 〒728-0012 0824-63-8592酒井　健志 酒井　健志 平14. 6. 1歯   矯歯 診療所
     三次市十日市中１丁目１－１０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 118919,3041,5 三次市作木歯科診療所〒728-0124 0824-55-3130三次市長　増田　和俊紙谷　寛 平16. 4. 1歯   診療所
     三次市作木町下作木１５０３ 常　勤:    1 その他 休止
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 119019,3042,3 三次市君田歯科診療所〒728-0401 0824-53-2941三次市長　増田　和俊芳村　喜道 平16. 4. 1歯   診療所
     三次市君田町東入君７１８－６ 常　勤:    1 その他 休止
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 119119,3043,1 三次市甲奴歯科診療所〒729-4101 0847-67-2229医療法人Ｄ・Ｆ・Ｃ　土江　多香衣 平19.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     三次市甲奴町本郷６４５番地１ 常　勤:    2理事長　土江　健也 新規 現存
     (歯       2) 平25.10. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 119219,3044,9 伊藤歯科医院 〒729-4304 0824-44-2068伊藤　英 伊藤　英 平20. 3. 1歯   診療所
     三次市三良坂町三良坂７４６－１常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平26. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 119319,3045,6 かくたに歯科医院 〒728-0021 0824-64-5036角谷　三郎 角谷　三郎 平20. 8. 1歯   診療所
     三次市三次町１３４５－８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 119419,3046,4 おぜき歯科 〒728-0012 0824-63-1814尾関　良賢 尾関　良賢 平24. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     三次市十日市中２－１４－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 119519,3049,8 医療法人社団　仁屋会〒728-0013 0824-63-8476医療法人社団　仁屋会片山　荘太郎 平26. 4. 1歯   歯外 小歯診療所
     　片山歯科医院 三次市十日市東一丁目７番１号 常　勤:    1　理事長　片山　巖 組織変更 現存
     (歯       1) 平26. 4. 1
     非常勤:    6
     (歯       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 119619,3050,6 大倉歯科医院 〒728-0017 0824-62-0418医療法人　ともみ会　大倉　知久 平26. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     三次市南畑敷町１４０番地の５ 常　勤:    2理事長　大倉　美知男 新規 矯歯 現存
     (歯       2) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 119719,3051,4 スマイル歯科クリニッ〒728-0023 0824-63-2171金子　周平 金子　周平 平29. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 三次市東酒屋町５１３－３ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 119821,3004,9 德永歯科医院 〒727-0012 08247-2-0120德永　勝子 德永　勝子 平12.12. 3歯   診療所
     庄原市中本町２丁目２－１２ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平24.12. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 119921,3007,2 片岡歯科医院 〒727-0012 08247-2-0637医療法人社団片岡歯科片岡　主一 平 6. 5. 1歯   診療所
     庄原市中本町１丁目４－１ 常　勤:    1医院　理事長　片岡　 組織変更 現存
     (歯       1)主一 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 120021,3009,8 八谷歯科クリニック 〒727-0013 08247-2-6210八谷　和彦 八谷　和彦 昭62. 6. 1歯   診療所
     庄原市西本町１丁目８－１４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 120121,3010,6 医療法人社団　高橋歯〒727-0014 08247-2-3811医療法人社団　高橋歯高橋　 治 平14. 5. 1歯   診療所
     科医院 庄原市板橋町７６番地の１ 常　勤:    1科医院　理事長　高橋 組織変更 現存
     (歯       1)　 治 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 120221,3012,2 庄原市総領歯科診療所〒729-3703 0824-88-2046庄原市長　木山　耕三清見原　正騎 平17. 3.31歯   診療所
     庄原市総領町下領家７１ 常　勤:    1 その他 現存
     (歯       1) 平29. 3.31
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 120321,3014,8 庄原市高野歯科診療所〒727-0402 0824-86-2118庄原市長　木山　耕三宮崎　純男 平17. 3.31歯   診療所
     庄原市高野町新市１２２７－１ 常　勤:    1 その他 現存
     (歯       1) 平29. 3.31
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 120421,3015,5 庄原市口和歯科診療所〒727-0114 0824-89-2171庄原市長　木山　耕三古田　哲 平17. 3.31歯   診療所
     庄原市口和町永田４２０－１ 常　勤:    1 その他 現存
     (歯       1) 平29. 3.31
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 120521,3016,3 生熊歯科 〒729-5121 08477-2-3283生熊　克成 生熊　克成 平22. 4. 1歯   診療所
     庄原市東城町川東１４２９－１ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 120621,3017,1 おおかど　歯科医院 〒727-0014 0824-75-4822大門　忍 大門　忍 平22.12. 1歯   小歯 歯外診療所
     庄原市板橋町１６０－１ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 120721,3018,9 すずらん歯科クリニッ〒727-0013 0824-75-0050長谷川　美江 長谷川　美江 平24. 1. 1歯外 矯歯 小歯診療所
     ク 庄原市西本町２－１９－１ 常　勤:    1 新規 歯   現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 120821,3019,7 佐々木歯科医院 〒727-0012 0824-72-0158佐々木　やえ 佐々木　やえ 平27. 6.21歯   小歯 診療所
     庄原市中本町一丁目２－２１ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平27. 6.21
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 120921,3020,5 牧原歯科医院 〒727-0013 0824-72-6811牧原　由紀子 牧原　由紀子 平29. 5.10歯   診療所
     庄原市西本町２丁目１６－１７ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平29. 5.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 121021,3021,3 堀田歯科医院 〒729-5501 08477-5-0017医療法人社団博施会　堀田　訓子 平29.10. 2歯   小歯 矯歯診療所
     庄原市東城町小奴可２６５１番地常　勤:    3理事長　堀田　訓子 移転 歯外 現存
     の１ (歯       3) 平29.10. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 121123,3003,7 医療法人　角田歯科医〒739-0613 08275-3-0118医療法人　角田歯科医角田　収司 平元.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     院 大竹市本町２丁目９－９ 常　勤:    6院　理事長　角田　隆 組織変更 歯外 現存
     (歯       6) 平28.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 121223,3005,2 神波歯科医院 〒739-0611 08275-2-3240神波　治 神波　治 平元. 4. 1歯   診療所
     大竹市新町１丁目１１－１７ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 121323,3010,2 谷口歯科クリニック 〒739-0623 08275-7-7456谷口　静登 谷口　静登 平 5. 9.29歯   診療所
     大竹市小方１丁目１３－３２ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平29. 9.29
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 121423,3014,4 藤井歯科医院 〒739-0612 0827-53-2206藤井　寛之 藤井　寛之 平 5. 3. 9歯   診療所
     大竹市油見３丁目４－３ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平29. 3. 9
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 121523,3016,9 川口歯科医院 〒739-0651 08275-7-7350川口　裕之 川口　裕之 平10.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     大竹市玖波１丁目５－２ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平28.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 121623,3018,5 荒田歯科クリニック 〒739-0603 0827-52-6480荒田　齋 荒田　齋 昭56. 3. 1歯   診療所
     大竹市西栄１丁目８－１９ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 121723,3020,1 長岡歯科医院 〒739-0653 08275-7-6430長岡　隆 長岡　隆 平 2. 5. 1歯   診療所
     大竹市黒川１丁目８－２７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 121823,3021,9 みどり橋歯科医院 〒739-0605 08275-2-8110藤井　量一 藤井　量一 平 2. 8. 1歯   診療所
     大竹市立戸１丁目３－１０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 121923,3022,7 広中歯科医院 〒739-0611 08275-3-0888 中　克三 中　克三 平 3. 2. 1歯   矯歯 小歯診療所
     大竹市新町１丁目２－１１ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 122023,3025,0 これなが歯科医院 〒739-0622 08275-7-0118是永　佳成 是永　佳成 平13. 4. 1歯   診療所
     大竹市晴海１－６－１０－２Ｆ 常　勤:    3 新規 現存
     (歯       3) 平25. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 122123,3027,6 伊東歯科医院 〒739-0611 0827-52-4756伊東　純子 伊東　純子 平23. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     大竹市新町１丁目１２－１３ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 122223,3028,4 坪井歯科クリニック 〒739-0612 0827-52-1181坪井　将洋 坪井　将洋 平28. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     大竹市油見２丁目６－７ 常　勤:    2 新規 矯歯 現存
     (歯       2) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 122323,3029,2 きらら歯科医院 〒739-0603 0827-54-1182医療法人社団きらら歯伊藤　光康 平28.10. 1歯   小歯 診療所
     大竹市西栄３－１７－７ 常　勤:    1科医院　理事長　伊藤 組織変更 現存
     (歯       1)　光康 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 122425,3004,0 川口歯科医院 〒739-0015 082-422-2039川口　健二 川口　健二 平17. 3. 1歯   小歯 診療所
     東広島市西条栄町１－４　フラッ常　勤:    2 移転 現存
     トホーム２０１ (歯       2) 平29. 3. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 122525,3012,3 医療法人社団　伊藤歯〒739-2102 0824-34-0585医療法人社団伊藤歯科伊藤　明治 平 5. 8. 1歯   診療所
     科医院 東広島市高屋町大字杵原１２９６常　勤:    2医院　理事長　伊藤　 組織変更 現存
     －１ (歯       2)明治 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 122625,3015,6 早志歯科診療所 〒739-0014 082-423-9195医療法人社団　光誠会早志　光由 平10. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     東広島市西条昭和町１３－３７ 常　勤:    4　理事長　早志　光由 組織変更 歯外 現存
     (歯       4) 平28. 4. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 122725,3017,2 歌野原歯科 〒739-0013 0824-22-3744医療法人社団有貴会　歌野原　之 平元.10. 1歯   小歯 診療所
     東広島市西条御条町３－１９ 常　勤:    3理事長　歌野原　之 組織変更 現存
     (歯       3) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 122825,3018,0 永井歯科医院 〒739-0015 082-422-3600永井　伸司 永井　伸司 平 4. 4. 1歯   診療所
     東広島市西条栄町６－２０ラ・フ常　勤:    2 移転 現存
     ォーレ西条ビル３Ｆ (歯       2) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 122925,3020,6 井上歯科医院 〒739-0264 0824-33-2029医療法人社団ひまわり井上　真一 平元. 8. 1歯   矯歯 小歯診療所
     東広島市志和町大字七条椛坂５２常　勤:    1会　理事長　井上　真 組織変更 歯外 現存
     ９ (歯       1)一 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 123025,3022,2 川本歯科医院 〒739-0025 0824-22-6306川本　栄治 川本　栄治 平14.10. 1歯   診療所
     東広島市西条中央５丁目７－８ 常　勤:    2 移転 現存
     (歯       2) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 123125,3025,5 森歯科医院 〒739-0015 082-423-7227医療法人　いづみ会　森　保 平16. 8. 1歯   小歯 歯外診療所
     東広島市西条栄町２－２１ 常　勤:    2理事長　森　保 移転 現存
     (歯       2) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 123225,3029,7 そえだ歯科医院 〒739-0007 0824-23-7755医療法人社団ももの木添田　誠一 平 6. 3. 1歯   小歯 歯外診療所
     東広島市西条土与丸２丁目２－４常　勤:    2会そえだ歯科医院　理 組織変更 現存
     １ (歯       2)事長　添田　誠一 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 123325,3032,1 医療法人社団裕穂会　〒739-0144 0824-28-5505医療法人社団裕穂会　佐藤　美穂子 平元. 5. 1歯   歯外 小歯診療所
     さとう歯科 東広島市八本松南２丁目２－８ 常　勤:    3理事長　佐藤　美穂子 組織変更 現存
     (歯       3) 平28. 5. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 123425,3034,7 たかはし歯科医院 〒739-0024 0824-22-8148高橋　勇 高橋　勇 昭61. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     東広島市西条町大字御薗宇字下中常　勤:    1 新規 歯外 現存
     筋１９０５－４ (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 123525,3037,0 医療法人社団　ミドリ〒739-0005 0824-23-8880医療法人社団ミドリ歯武本　和久 平 5. 9. 1歯   小歯 診療所
     歯科医院 東広島市西条大坪町２－１２新興常　勤:    1科医院　理事長　武本 組織変更 現存
     ビル１Ｆ (歯       1)　和久 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 123625,3038,8 宗近歯科医院 〒739-0036 082-425-2521宗近　雅博 宗近　雅博 平16. 5. 1歯   診療所
     東広島市西条町田口東子２７２５常　勤:    1 移転 現存
     －１ (歯       1) 平28. 5. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 123725,3041,2 坪島歯科診療所 〒739-0146 0824-28-7177坪島　充男 坪島　充男 平元.11. 1歯   矯歯 小歯診療所
     東広島市八本松飯田５丁目８－３常　勤:    1 新規 歯外 現存
     ２ (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 123825,3043,8 やまがた歯科医院 〒739-0264 0824-33-5454医療法人社団如月会や山縣　隆宏 平 5. 8. 1歯   矯歯 小歯診療所
     東広島市志和町大字七条椛坂１４常　勤:    1まがた歯科医院　理事 組織変更 歯外 現存
     ３６－１４ (歯       1)長　山縣　隆宏 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 123925,3044,6 医療法人　社団　浅倉〒739-2101 082-436-1000医療法人　社団　浅倉淺倉　徹 平16. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     歯科医院 東広島市高屋町造賀３５９５－２常　勤:    2歯科医院　理事長　淺 移転 矯歯 現存
     (歯       2)倉　徹 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 124025,3045,3 東広島市休日診療所 〒739-0003 082-422-5400東広島市長　髙垣　 楠部　滋 平 3. 4. 1歯   診療所
     東広島市西条町土与丸１１１３ 常　勤:    3德 新規 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
     (歯       2)
     非常勤:   35
     (歯      35)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 124125,3047,9 ひろはた歯科医院 〒739-0142 0824-28-8585 畠　英雄 畠　英雄 平 4. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     東広島市八本松東６丁目１１－１常　勤:    1 新規 現存
     ５ (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 124225,3048,7 高美が丘歯科医院 〒739-2115 082-434-7648田口　博美 田口　博美 平19. 8. 1歯   小歯 矯歯診療所
     東広島市高屋高美が丘５丁目１－常　勤:    1 移転 現存
     １９ (歯       1) 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 124325,3050,3 サトミ歯科 〒739-0044 082-422-4300里見　圭一 里見　圭一 平 5. 4. 1歯   診療所
     東広島市西条町大字下見４３４３常　勤:    1 新規 現存
     －２ (歯       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 124425,3051,1 のざき歯科医院 〒739-0025 0824-24-5100野崎　晋一 野崎　晋一 平15. 9. 1歯   小歯 診療所
     東広島市西条中央６丁目１２－１常　勤:    1 移転 現存
     ６ (歯       1) 平27. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 124525,3052,9 たかひろデンタルクリ〒739-0024 0824-22-9600早志　卓展 早志　卓展 平12.11. 1歯   診療所
     ニック 東広島市西条町御薗宇４３０２番常　勤:    1 移転 現存
     地 (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 124625,3053,7 なんば歯科矯正歯科 〒739-0006 0824-20-0200難波　正幸 難波　正幸 平 6. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     東広島市西条上市町６－２３ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 124725,3054,5 木村歯科医院 〒739-0025 0824-23-8885木村　孝之 木村　孝之 平 6. 6. 1歯   診療所
     東広島市西条中央３丁目５－１１常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 124825,3056,0 ゆかわ歯科クリニック〒739-2121 0824-34-8255湯川　健 湯川　健 平12. 8. 1歯   診療所
     東広島市高屋町小谷３３００ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 124925,3057,8 ますもと歯科医院 〒739-0147 082-427-0077舛本　修 舛本　修 平 7. 5. 1歯   小歯 診療所
     東広島市八本松西一丁目１２番２常　勤:    1 新規 現存
     ２号 (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 125025,3058,6 友安歯科診療所 〒739-2114 0824-39-0770友安　淑江 友安　淑江 平 7. 8. 1歯   診療所
     東広島市高屋町白市１０４６－２常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 125125,3059,4 ふじ歯科クリニック 〒739-0007 0824-21-0001向井　一 向井　一 平 7.11. 1歯   矯歯 小歯診療所
     東広島市西条土与丸１丁目５－２常　勤:    2 新規 歯外 現存
     ６ (歯       2) 平28.11. 1
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 125225,3062,8 薮本歯科クリニック 〒739-0016 0824-21-5655薮本　修 薮本　修 平 8.11. 1歯   小歯 診療所
     東広島市西条岡町３－２５－２Ｆ常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 125325,3064,4 おおたに歯科 〒739-2102 0824-39-0001大谷　裕幸 大谷　裕幸 平 8.12. 1歯   矯歯 小歯診療所
     東広島市高屋町杵原１１０８－１常　勤:    1 新規 現存
     ５ (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 125425,3065,1 かわの歯科 〒739-0025 0824-20-8181川野　敬史 川野　敬史 平 9. 4. 1歯   診療所
     東広島市西条中央１丁目１６－６常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 125525,3066,9 第二薮本歯科医院 〒739-0036 0824-25-6480薮本　正文 薮本　正文 平 9. 4. 1歯   歯外 診療所
     東広島市西条町大字田口３４５２常　勤:    1 新規 現存
     －１ (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 125625,3068,5 常川歯科クリニック 〒739-0262 082-433-7778常川　智 常川　智 平19. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     東広島市志和町志和東８１２－３常　勤:    1 移転 矯歯 現存
     (歯       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 125725,3069,3 ほんだ歯科医院 〒739-0047 0824-21-3200本田　清和 本田　清和 平 9.11. 1歯   小歯 矯歯診療所
     東広島市西条下見６丁目１０－３常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 125825,3070,1 スマイルデンタルクリ〒739-2125 0824-20-4380笛吹　惠美子 笛吹　惠美子 平10. 7. 1歯   小歯 診療所
     ニック 東広島市高屋町中島４５１－５　常　勤:    1 新規 現存
     ２Ｆ (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 125925,3071,9 エトワール歯科 〒739-0144 0824-20-1855島﨑　晶子 島﨑　晶子 平10.12. 1歯   診療所
     東広島市八本松南４丁目１－２８常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 126025,3072,7 たじま歯科医院 〒739-0041 0824-31-5525田嶋　真 田嶋　真 平11. 6. 1歯   診療所
     東広島市西条町寺家７９３８－４常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 126125,3074,3 佐竹田歯科医院 〒739-0042 0824-31-5999佐竹田　久 佐竹田　久 平12. 6. 1歯   小歯 診療所
     東広島市西条町西条東１２８２－常　勤:    2 新規 現存
     ２ (歯       2) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 126225,3075,0 みそのう歯科クリニッ〒739-0024 0824-21-1182長通　大作 長通　大作 平13. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ク 東広島市西条町御薗宇６２８０－常　勤:    1 新規 現存
     １ (歯       1) 平25. 5. 1
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 126325,3078,4 はもう歯科クリニック〒739-0024 0824-21-6480羽毛　克彦 羽毛　克彦 平14.10. 1歯   小歯 矯歯診療所
     東広島市西条町御薗宇４２８１－常　勤:    2 新規 現存
     １日高クリニックビル３０１ (歯       2) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 126425,3079,2 内藤歯科医院 〒739-0133 082-497-0780内藤　良和 内藤　良和 平16. 6. 1歯   診療所
     東広島市八本松町米満６４０－２常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 126525,3080,0 きっかわ歯科クリニッ〒739-2613 0823-83-0117吉川　敦 吉川　敦 平17. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 東広島市黒瀬町楢原１００－１　常　勤:    1 新規 現存
     ゆめタウン黒瀬２階 (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 126625,3081,8 マイ歯科 〒739-2403 0846-45-6927山口　純生 山口　純生 平19. 4. 5歯   小歯 診療所
     東広島市安芸津町風早字江川１１常　勤:    1 新規 現存
     １８番１ (歯       1) 平25. 4. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 126725,3082,6 みちる矯正歯科 〒739-0016 082-422-1011竹内　みちる 竹内　みちる 平19.12. 1矯歯 診療所
     東広島市西条岡町９－７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 126825,3084,2 にしはら歯科 〒739-0025 082-421-8118西原　泰 西原　泰 平20. 7. 1歯   小歯 診療所
     東広島市西条中央４丁目４－５ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 126925,3085,9 きらら歯科 〒739-0041 杉岡　卓郎 杉岡　卓郎 平20. 8. 1歯   歯外 小歯診療所
     東広島市西条町寺家３７９１－１常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     マックスバリュー西条西店敷地内(歯       1) 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 127025,3087,5 重河デンタルクリニッ〒739-0041 082-430-5489重河　誠 重河　誠 平20. 8. 1歯   歯外 小歯診療所
     ク 東広島市西条町寺家７３７１－１常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 127125,3089,1 医療法人　なかま　さ〒739-2201 082-420-7700医療法人　なかま　理佐々木　正親 平21.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     さき歯科クリニック 東広島市河内町中河内６５５番地常　勤:    1事長　佐々木　正親 組織変更 現存
     １ (歯       1) 平27.10. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 127225,3092,5 いとう歯科クリニック〒739-2402 0846-45-0272医療法人坂本会坂本歯坂本　初恵 平22. 6. 1歯   診療所
     東広島市安芸津町三津４２０９－常　勤:    3科　理事長　坂本　智 新規 現存
     ９ (歯       3)則 平28. 6. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
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 127325,3094,1 オカダデンタルクリニ〒739-0041 082-431-3321岡田　友和 岡田　友和 平22.10.12歯   小歯 診療所
     ック 東広島市西条町寺家４８４６－１常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平28.10.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 127425,3096,6 穐山歯科医院 〒739-2121 082-439-1181医療法人穐山歯科医院穐山　訓弘 平23. 5. 1歯   小歯 診療所
     東広島市高屋町小谷３５１８番地常　勤:    1　理事長　穐山　訓弘 組織変更 現存
     ３ (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 127525,3097,4 今谷歯科アリオン 〒739-0041 082-490-3725医療法人いまたに　理今谷　哲也 平23. 8. 1歯   診療所
     東広島市西条町寺家６５９８－１常　勤:    1事長　今谷　哲也 新規 現存
     ０　１階 (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 127625,3100,6 ののやま矯正歯科医院〒739-0011 082-420-8790医療法人社団ののやま野々山　大介 平24.10.16矯歯 診療所
     東広島市西条本町１２番９号 常　勤:    1矯正歯科医院　理事長 組織変更 現存
     (歯       1)　野々山　大介 平24.10.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 127725,3103,0 あおぞら歯科 〒739-0002 082-430-7557岸本　圭介 岸本　圭介 平25. 8. 7歯   小歯 矯歯診療所
     東広島市西条町吉行２１３５－１常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平25. 8. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 127825,3104,8 往診歯科　おだ 〒739-2207 082-401-1234山木戸　隆子 山木戸　隆子 平25.12. 2歯   診療所
     東広島市河内町小田２１８２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25.12. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 127925,3105,5 藤田歯科医院 〒739-2125 082-426-5514藤田　光訓 藤田　光訓 平26. 5. 7歯   小歯 歯外診療所
     東広島市高屋町中島４２９－１　常　勤:    1 新規 現存
     ２Ｆ (歯       1) 平26. 5. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 128025,3106,3 いけがみ小児歯科 〒739-0041 082-490-5489医療法人社団　ａｓｕ池上　明雄 平26. 7. 1小歯 矯歯 診療所
     東広島市西条町寺家６５３７番地常　勤:    1ｉｒｏ会　理事長　池 組織変更 現存
     １１ (歯       1)上　明雄 平26. 7. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 128125,3107,1 藤原歯科医院 〒739-2105 082-434-7500藤原　知永 藤原　知永 平27. 8. 1歯   小歯 歯外診療所
     東広島市高屋町檜山４５２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 128225,3108,9 歌野原　歯科医院 〒739-0146 082-428-0120歌野原　公 歌野原　公 平27.10. 1歯   小歯 診療所
     東広島市八本松飯田３－４－１０常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 128325,3109,7 西条プラザ歯科 〒739-0015 082-422-4560徳山　宏司 徳山　宏司 平28. 3.22歯   診療所
     東広島市西条栄町１０－３０－３常　勤:    1 移転 現存
     ０１ (歯       1) 平28. 3.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 128425,3110,5 オレンジ歯科クリニッ〒739-0007 082-490-4488医療法人Ｓｍｉｌｅ　平地　昭雄 平28. 7. 1歯   小歯 診療所
     ク 東広島市西条土与丸六丁目１－２常　勤:    1Ｔｒｅｅ　理事長　平 組織変更 口腔外科 現存
     ２ (歯       1)地　昭雄 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 128525,3111,3 フェローデンタルクリ〒739-0024 082-225-8308医療法人社団瞳真会　名原　行徳 平29. 3. 1歯   診療所
     ニック西条 東広島市西条町御薗宇６０８８番常　勤:    2理事長　名原　行徳 新規 現存
     地３号 (歯       2) 平29. 3. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 128625,3112,1 いけだ歯科クリニック〒739-0040 082-493-5711池田　将 池田　将 平29. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     東広島市寺家駅前１４番１７号２常　勤:    2 新規 矯歯 現存
     ０１ (歯       2) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 128725,3113,9 ゆりの木歯科 〒739-0043 082-424-0228医療法人　悠喜会　理土井　喜美子 平29. 4. 1歯   小歯 診療所
     東広島市西条西本町１６番１５号常　勤:    1事長　土井　喜美子 組織変更 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 128825,3114,7 医院　歯の健康ドクタ〒739-2113 082-434-8500医療法人健康プロ　理藤中　千惠美 平29. 4. 6歯   小歯 矯歯診療所
     ー 東広島市高屋町高屋東２３８９－常　勤:    2事長　藤中　慎治 移転 現存
     １ (歯       2) 平29. 4. 6
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 128925,3115,4 フロンティア歯科クリ〒739-0014 082-423-9833倉田　洋史 倉田　洋史 平29. 8. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ニック 東広島市西条昭和町９－４ 常　勤:    2 移転 歯外 現存
     (歯       2) 平29. 8. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 129025,3116,2 島崎歯科医院 〒739-0041 082-423-1000島崎　嘉朗 島崎　嘉朗 平29. 9.28歯   小歯 歯外診療所
     東広島市西条町寺家６７３１－１常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平29. 9.28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 129125,3117,0 さくらファミリー歯科〒739-0043 082-490-5522乾　孝史 乾　孝史 平29.11. 9歯   小歯 歯外診療所
     東広島市西条西本町２８－３０ハ常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     ローズ東広島店３Ｆ (歯       1) 平29.11. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 129225,3118,8 山田歯科 〒739-0042 082-423-6457医療法人　瑠璃光会　山田　馨一郎 平30. 4. 1歯   診療所
     東広島市西条町西条東字山崎１２常　勤:    1理事長　山田　謙慈 新規 現存
     ４３番地３ (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 129325,3119,6 八本松歯科医院 〒739-0142 082-428-6000髙橋　明子 髙橋　明子 平30. 4. 1歯   診療所
     東広島市八本松東三丁目１０番４常　勤:    1 交代 現存
     １号 (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 129427,3001,2 田部歯科医院 〒738-0011 0829-31-0601田部　伸行 田部　伸行 平 7. 2.12歯   診療所
     廿日市市駅前８－２３ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平28. 2.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 129527,3002,0 地御前歯科クリニック〒738-0042 0829-36-0804梶井　正文 梶井　正文 平17. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     廿日市市地御前１－４－２１ 常　勤:    2 交代 歯外 現存
     (歯       2) 平29. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 129627,3005,3 谷口歯科医院 〒738-0013 0829-31-0602谷口　卓治 谷口　卓治 昭54.12. 1歯   診療所
     廿日市市廿日市２丁目５－５ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 129727,3013,7 医療法人社団つくも会〒738-0042 0829-36-1666医療法人社団つくも会藤岡　道治 平元. 4. 1歯   診療所
     　藤岡歯科医院 廿日市市地御前１－９－３０ 常　勤:    3　理事長　中條　隆徳 組織変更 現存
     (歯       3) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 129827,3014,5 チャイルド歯科　おと〒738-0024 0829-32-9291山根　習 山根　習 平19. 4. 1歯   小歯 診療所
     な・こども 廿日市市新宮１－１０－４３ 常　勤:    2 移転 現存
     (歯       2) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 129927,3015,2 木村歯科医院 〒738-0034 0829-39-6800木村　恭 木村　恭 平18. 6. 1歯   診療所
     廿日市市宮内４５２１－１ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 130027,3017,8 渡辺歯科 〒738-0034 0829-39-4618渡辺　文衛 渡辺　文衛 平 6. 1. 1歯   診療所
     廿日市市宮内７８２－２ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 130127,3018,6 藤本歯科医院 〒738-0001 0829-32-0118藤本　正己 藤本　正己 昭57.11. 1歯   診療所
     廿日市市佐方４丁目７－１８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 130227,3019,4 阿品台歯科医院 〒738-0053 0829-39-3456道佛　雄次 道佛　雄次 昭57.11. 1歯   矯歯 小歯診療所
     廿日市市阿品台４丁目１－１７ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 130327,3021,0 安田歯科医院 〒738-0053 0829-39-2567安田　明敏 安田　明敏 昭58. 6. 1歯   診療所
     廿日市市阿品台３丁目１１－１７常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 130427,3022,8 三島歯科医院 〒738-0013 0829-31-1888三島　芳子 三島　芳子 昭59. 3. 1歯   診療所
     廿日市市廿日市２丁目２－１４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 130527,3023,6 あかぎ歯科医院 〒738-0053 0829-38-1881赤木　真一 赤木　真一 昭62. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     廿日市市阿品台１丁目１２－３６常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 130627,3024,4 医療法人　奥井歯科医〒738-0033 0829-32-8188医療法人　奥井歯科医奥井　寛 平13.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     院 廿日市市串戸２丁目１６－２ 常　勤:   14院　理事長　奥井　寛 移転 歯外 現存
     (歯      14) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 130727,3026,9 かいで歯科医院 〒738-0005 0829-32-1777貝出　泰範 貝出　泰範 平元. 5. 1歯   診療所
     廿日市市桜尾本町７－５ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 130827,3027,7 細川歯科医院 〒738-0035 0829-38-2323細川　隆史 細川　隆史 平 2. 5. 1歯   診療所
     廿日市市宮園２－２－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 130927,3028,5 阿品ファミリー歯科 〒738-0054 0829-36-1818久保　修 久保　修 平18.12. 1歯   小歯 矯歯診療所
     廿日市市阿品４－４８－１７ 常　勤:    2 移転 現存
     (歯       2) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 131027,3030,1 ヒラノ歯科医院 〒738-0033 0829-31-3161平野　秀彦 平野　秀彦 平 2.10. 1歯   診療所
     廿日市市串戸４－４－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 131127,3031,9 宮崎歯科 〒738-0034 0829-38-4733宮崎　俊介 宮崎　俊介 平 3. 5. 1歯   診療所
     廿日市市宮内４４４０－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 131227,3032,7 串戸歯科クリニック 〒738-0033 0829-32-6000森山　透 森山　透 平 4. 6. 1歯   歯外 矯歯診療所
     廿日市市串戸４丁目１３－１エコ常　勤:    1 新規 小歯 現存
     ービル２Ｆ (歯       1) 平28. 6. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 131327,3033,5 グリーン歯科 〒738-0036 0829-39-0648河本　直也 河本　直也 平 5.11. 1歯   矯歯 小歯診療所
     廿日市市四季が丘６－１５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 131427,3034,3 シミズ歯科・矯正歯科〒738-0033 0829-32-4100清水　靖志 清水　靖志 平 6. 3. 1歯   小歯 歯外診療所
     医院 廿日市市串戸３－２１－２ 常　勤:    2 新規 矯歯 現存
     (歯       2) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 131527,3035,0 山根クリニック 〒738-0034 0829-38-5166山根　基 山根　いづみ 平 6. 7. 1歯   診療所
     廿日市市宮内１５２８－１０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 131627,3037,6 広沢歯科医院 〒738-0001 0829-20-1311広沢　真 広沢　真 平 7.11. 1歯   小歯 診療所
     廿日市市佐方４－３－３０－２Ｆ常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 131727,3038,4 みやうち歯科医院 〒738-0034 0829-38-3535宮内　忍 宮内　忍 平 8. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     廿日市市宮内１０５７の１ 常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 131827,3039,2 かやだ歯科医院 〒738-0026 0829-37-0024茅田　義明 茅田　義明 平11. 3. 1歯   歯外 矯歯診療所
     廿日市市上平良１２２－１ 常　勤:    1 新規 小歯 現存
     (歯       1) 平29. 3. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 131927,3041,8 栗栖歯科クリニック 〒738-0034 0829-37-1818栗栖　文夫 栗栖　文夫 平12. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     廿日市市宮内１０９７－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 132027,3045,9 橋田歯科医院 〒738-0024 0829-34-2109橋田　光正 橋田　光正 平18. 8. 1歯   小歯 矯歯診療所
     廿日市市新宮１－２－２６ 常　勤:    2 移転 歯外 現存
     (歯       2) 平24. 8. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
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 132127,3047,5 そだ歯科 〒738-0023 0829-34-3711曽田　憲司 曽田　憲司 平17. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     廿日市市下平良１丁目３－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 132227,3048,3 まさき歯科クリニック〒738-0034 0829-37-4618田部　雅樹 田部　雅樹 平17. 4. 1歯   歯外 小歯診療所
     廿日市市宮内４－１０－１０ 常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 132327,3049,1 ふじた歯科 〒738-0034 0929-37-4181藤田　裕樹 藤田　裕樹 平17. 6. 1歯   矯歯 小歯診療所
     廿日市市宮内４４８１－２　ソレ常　勤:    1 新規 歯外 現存
     ーユ宮内１Ｆ (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 132427,3051,7 ナタリー歯科スマイル〒738-0054 医療法人　Ｄｅｎｔｉ下山　幸子 平17. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     廿日市市阿品３丁目１－１－Ｓ１常　勤:    2ｓｔｅーｉｎｎｏｖ　 新規 歯外 現存
     ０２ (歯       2)理事長　金田　竜典 平29. 7. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 132527,3052,5 ナタリーデンタルクリ〒738-0054 0829-20-3363医療法人　Ｄｅｎｔｉ金田　竜典 平17. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     ニック 廿日市市阿品３丁目１－１－Ｍ１常　勤:    2ｓｔｅーｉｎｎｏｖ　 新規 歯外 現存
     １３ (歯       2)理事長　金田　竜典 平29. 7. 1
     非常勤:   13
     (歯      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 132627,3053,3 オリーブデンタルクリ〒739-0443 0829-50-0020中丸　茂 中丸　茂 平18. 1. 1歯   小歯 診療所
     ニック 廿日市市沖塩屋４－４－５１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 132727,3054,1 いわい歯科クリニック〒738-0026 0829-38-7788岩井　進悟 岩井　進悟 平18. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     廿日市市上平良１３０７－２ 常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 132827,3055,8 桜尾歯科医院 〒738-0004 0829-32-4182丸矢　直樹 丸矢　直樹 平18.10. 1歯   小歯 診療所
     廿日市市桜尾３丁目１－１５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 132927,3057,4 山中歯科クリニック 〒738-0017 0829-34-4618山中　豊司 山中　豊司 平19.12. 1歯   診療所
     廿日市市須賀３－３１ 常　勤:    3 新規 現存
     (歯       3) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 133027,3058,2 二神歯科医院 〒739-0402 0829-56-2208二神　俊枝 二神　俊枝 平20. 6.23歯   診療所
     廿日市市対厳山１丁目８－３４ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平26. 6.23
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 133127,3059,0 栗栖歯科医院 〒739-0434 0829-55-0558栗栖　紀夫 栗栖　紀夫 平20. 2. 1歯   小歯 矯歯診療所
     廿日市市大野１－３－１９ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平26. 2. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 133227,3061,6 スマイル・デンタル・〒739-0412 0829-30-7468岡田　幸大 岡田　幸大 平22.12. 1小歯 歯   歯外診療所
     クリニック 廿日市市宮島口西２丁目７－１６常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 133327,3064,0 西野歯科医院 〒738-0013 0829-31-5800西野　宏 西野　宏 平25. 7.20歯   歯外 診療所
     廿日市市廿日市１丁目８－１８ 常　勤:    2 移転 現存
     (歯       2) 平25. 7.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 133427,3065,7 尾崎歯科クリニック 〒738-0001 0829-34-4144尾崎　健竜 尾崎　健竜 平25.10. 7歯   診療所
     廿日市市佐方１丁目５－１０第１常　勤:    1 新規 現存
     エイトビル１Ｆ (歯       1) 平25.10. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 133527,3066,5 むらかみ歯科クリニッ〒738-0013 0829-20-4733村上　明延 村上　明延 平25.12. 1歯   診療所
     ク 廿日市市廿日市１丁目６－３９ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 133627,3067,3 ピカピカ歯科医院 〒738-0014 0829-30-8688江川　拓史 江川　拓史 平26. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     廿日市市住吉２－２－２７Ｗｉｎ常　勤:    1 新規 歯外 現存
     ｇビル１Ｆ (歯       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 133727,3068,1 かみなか歯科 〒738-0025 0829-20-4888上中　茂晴 上中　茂晴 平26.10. 1歯   小歯 矯歯診療所
     廿日市市平良１－１７－５０ 常　勤:    2 新規 歯外 現存
     (歯       2) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 133827,3069,9 あおぞら歯科室 〒739-0437 0829-55-0901阿部　竜也 阿部　竜也 平27. 4. 1歯   小歯 診療所
     廿日市市大野中央４丁目８－３９常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 133927,3070,7 医療法人　宝歯会　廿〒738-0023 0829-30-8018医療法人宝歯会かじわ日髙　健太郎 平27. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     日市スマイル歯科小児廿日市市下平良２丁目２－１ 常　勤:    3ら歯科医院　理事長　 新規 矯歯 現存
     歯科医院 (歯       3)梶原　浩喜 平27. 6. 1
     非常勤:    5
     (歯       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 134027,3071,5 ヴィラ歯科 〒738-0054 0829-36-5274医療法人社団　紫翠会木庭　修 平28. 5. 1歯   歯外 診療所
     廿日市市阿品４－５１－２６ 常　勤:    1　理事長　木庭　修 組織変更 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
     非常勤:   12
     (歯      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 134127,3072,3 にしだ歯科クリニック〒738-0027 0829-34-0151西田　一志 西田　一志 平29. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     廿日市市平良山手１１－８－１０常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     １ (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 134229,3001,8 森本歯科医院 〒737-2213 0823-57-0557森本　英樹 森本　英樹 平17. 6. 1歯   小歯 矯歯診療所
     江田島市大柿町大原４８３－１ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 134329,3002,6 かねだ歯科 〒737-2133 0823-42-5394金田　高志 金田　高志 平22. 5. 1歯   診療所
     江田島市江田島町鷲部２丁目１１常　勤:    1 移転 現存
     －３ (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 134431,3013,9 増井歯科医院 〒737-2122 0823-42-0710増井　康彦 増井　康彦 平 2.12. 1歯   診療所
     江田島市江田島町中央１丁目２－常　勤:    1 交代 現存
     １０ (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 134531,3015,4 鎌田歯科医院 〒737-0401 0823-66-0007鎌田　一診 鎌田　一診 昭55. 8.18歯   診療所
     呉市蒲刈町宮盛９１２－２ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平28. 8.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 134631,3025,3 飯沼歯科医院 〒737-1201 0823-51-2768飯沼　俊喜 飯沼　俊喜 平11. 7.30歯   診療所
     呉市音戸町坪井１丁目１－２７ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平29. 7.30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 134731,3042,8 鎌田向歯科診療所 〒737-0311 0823-68-0757鎌田　一診 鎌田　一診 昭61.12. 1歯   診療所
     呉市蒲刈町向２９３４－６ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 134831,3043,6 医療法人社団皓歯会山〒731-4227 082-854-1139医療法人社団皓歯会山山野　亮介 平 5.11. 1歯   矯歯 診療所
     野歯科医院 安芸郡熊野町貴船１８－１８ 常　勤:    2野歯科医院　理事長　 移転 現存
     (歯       2)山野　亮介 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 134931,3048,5 第２井原歯科医院 〒731-4221 082-854-8148井原　良 井原　良 昭56. 2. 1歯   診療所
     安芸郡熊野町出来庭五丁目２０番常　勤:    1 新規 現存
     ７号 (歯       1) 平29. 2. 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

［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   138 頁

 135031,3049,3 岡田歯科医院 〒731-4213 082-854-5311岡田　信彦 岡田　信彦 昭56. 5. 1歯   診療所
     安芸郡熊野町萩原七丁目１４番１常　勤:    2 新規 現存
     ９号 (歯       2) 平29. 5. 1
     非常勤:    5
     (歯       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 135131,3050,1 三登歯科医院 〒731-4314 082-885-1182三登　龍郎 三登　龍郎 昭57. 2. 1歯   診療所
     安芸郡坂町坂西１丁目６－８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 135231,3051,9 四道歯科医院 〒737-1377 0823-54-1815四道　和也 四道　和也 昭57. 6. 1歯   診療所
     呉市倉橋町１１４８６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 135331,3053,5 二木歯科医院 〒737-2121 0823-42-4180医療法人社団峰良会　二木　由峰 平 8. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     江田島市江田島町小用２丁目３－常　勤:    4理事長　二木　由峰 組織変更 現存
     ２ (歯       4) 平29. 4. 1
     非常勤:   10
     (歯      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 135431,3054,3 切串歯科診療所 〒737-2111 0823-44-1151坂井　義和 坂井　義和 昭61. 3. 1歯   診療所
     江田島市江田島町切串１丁目３３常　勤:    1 新規 現存
     －１１ (歯       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 135531,3055,0 医療法人社団　上山歯〒737-2121 0823-42-2040医療法人社団　上山歯上山　宏 平元. 9. 1歯   矯歯 小歯診療所
     科医院 江田島市江田島町小用２丁目１３常　勤:    1科医院　理事長　上山 組織変更 現存
     －１２ (歯       1)　宏 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 135631,3056,8 倉橋歯科診療所 〒737-1377 0823-53-1830風呂本　整 風呂本　整 昭61. 9. 1歯   小歯 診療所
     呉市倉橋町１０００ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 135731,3057,6 カンバラ齒科醫院 〒737-1207 0823-51-3333蒲原　繁美 蒲原　繁美 昭62. 4. 1歯   診療所
     呉市音戸町波多見５丁目５－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 135831,3060,0 ふじもと歯科医院 〒731-4311 082-884-0118藤本　明秀 藤本　明秀 平17.11. 1歯   矯歯 歯外診療所
     安芸郡坂町北新地２－３－４０　常　勤:    2 移転 現存
     ３Ｆ (歯       2) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 135931,3061,8 くせ歯科医院 〒731-4227 082-854-1551久世　祥二 久世　祥二 平 2.12. 1歯   診療所
     安芸郡熊野町貴船２番１３号 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29.12. 1
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 136031,3062,6 クリーン歯科 〒731-4223 082-854-2131藤原　副満 藤原　副満 平 3. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     安芸郡熊野町川角一丁目６番１５常　勤:    1 新規 歯外 現存
     号 (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 136131,3063,4 宮本歯科医院 〒737-1214 0823-56-1184宮本　和儀 宮本　和儀 平 4. 7. 1歯   診療所
     呉市音戸町藤脇１丁目２１－２５常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 136231,3065,9 梶川歯科クリニック 〒737-1207 0823-51-0210梶川　正文 梶川　正文 平 6.10. 1歯   診療所
     呉市音戸町波多見１丁目１－４４常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 136331,3068,3 川副歯科医院 〒737-1377 0823-53-0100川副　正治 川副　正治 平10.10. 1歯   診療所
     呉市倉橋町１８０６－１０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 136431,3069,1 村田歯科医院 〒737-1377 0823-53-2111村田　耕一郎 村田　耕一郎 平11. 5. 1歯   診療所
     呉市倉橋町６６３０－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 136531,3070,9 よしだ歯科 〒737-1207 0823-50-0064吉田　孝 吉田　孝 平12. 6. 1歯   小歯 診療所
     呉市音戸町波多見１丁目３５－２常　勤:    1 新規 現存
     ８ (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 136631,3071,7 石本歯科医院 〒731-4213 082-820-5888石本　章 石本　章 平12. 7. 1歯   診療所
     安芸郡熊野町萩原９－１６－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 136731,3072,5 なかむら歯科医院 〒731-4323 082-820-1811中村　謙一 中村　謙一 平12.12. 1歯   歯外 小歯診療所
     安芸郡坂町横浜中央１－３－５ 常　勤:    2 新規 矯歯 現存
     (歯       2) 平24.12. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 136831,3073,3 かくわ歯科医院 〒731-4213 082-855-4646各和　伸悟 各和　伸悟 平13. 9. 1歯   診療所
     安芸郡熊野町萩原２丁目２番１０常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 136931,3074,1 ふじた歯科医院 〒737-1206 0823-50-0418藤田　満 藤田　満 平14. 7. 1歯   診療所
     呉市音戸町高須３丁目８－７－１常　勤:    1 新規 現存
     ２ (歯       1) 平26. 7. 1
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 137031,3075,8 クボ歯科クリニック 〒731-4301 082-884-4242医療法人　誠和会　理久保　和雄 平18.10. 1歯   小歯 矯歯診療所
     安芸郡坂町坂西１丁目２３－８ 常　勤:    1事長　久保　和雄 組織変更 現存
     (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 137131,3076,6 かしはら歯科 〒731-4214 082-854-1850柏原　都宏 柏原　都宏 平17. 5. 1歯   診療所
     安芸郡熊野町中溝１－４－９ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 137231,3077,4 とまと歯科クリニック〒731-4221 082-855-3746 瀬　佐都子 瀬　佐都子 平18. 2. 1歯   診療所
     安芸郡熊野町出来庭４丁目１７－常　勤:    1 新規 現存
     ２ (歯       1) 平30. 2. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 137331,3078,2 くまの歯科クリニック〒731-4229 082-854-6480板谷　和徳 板谷　和徳 平18. 9. 1歯   小歯 診療所
     安芸郡熊野町平谷１丁目１５－８常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 137432,3019,4 稲垣歯科医院 〒736-0068 082-823-2044稲垣　穗積 稲垣　穗積 平 6.10. 9歯   診療所
     安芸郡海田町新町１９－１０ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平24.10. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 137532,3022,8 医療法人社団博和会　〒736-0045 082-822-3319医療法人社団博和会　平田　あつ子 平元. 3. 6歯   矯歯 小歯診療所
     平田歯科医院 安芸郡海田町堀川町３－５ 常　勤:    1理事長　平田　和代 その他 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 137632,3037,6 田中歯科医院 〒736-0002 082-823-0118田中　治邦 田中　治邦 昭50.10. 1歯   診療所
     安芸郡海田町国信１丁目１－２４常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 137732,3041,8 甲元歯科医院 〒735-0013 082-285-8800甲元　欣治 甲元　欣治 昭53. 4. 1歯   診療所
     安芸郡府中町浜田２－２－１６ 常　勤:    3 新規 現存
     (歯       3) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 137832,3043,4 きく歯科医院 〒735-0006 082-286-0118津川　紀久子 津川　紀久子 昭63. 9.26歯   診療所
     安芸郡府中町本町４－１２－１４常　勤:    1 その他 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 137932,3044,2 岸保歯科クリニック 〒735-0006 082-286-1200岸保　文雄 岸保　文雄 昭54. 4. 1歯   診療所
     安芸郡府中町本町５－６－１ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平30. 4. 1
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 138032,3046,7 根石歯科医院 〒736-0064 082-822-5125根石　雄二 根石　雄二 平20. 5.20歯   歯外 小歯診療所
     安芸郡海田町昭和中町２－２１ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平26. 5.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 138132,3049,1 医療法人社団　もりう〒735-0021 082-283-6633医療法人社団もりうえ盛植　泰照 平13. 3. 1歯   診療所
     え歯科 安芸郡府中町大須３丁目８－５６常　勤:    1歯科　理事長　盛植　 移転 現存
     (歯       1)泰照 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 138232,3050,9 田部矯正歯科 〒736-0046 082-822-6677田部　孝治 田部　孝治 昭58. 5. 1歯   矯歯 診療所
     安芸郡海田町窪町９－１３三宅第常　勤:    1 新規 現存
     二ビル２Ｆ (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 138332,3053,3 竹中歯科医院 〒735-0005 082-281-2424竹中　利彦 竹中　利彦 平元.10. 1歯   矯歯 診療所
     安芸郡府中町宮の町２－５－２７常　勤:    3 移転 現存
     (歯       3) 平28.10. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 138432,3055,8 医療法人社団健口会　〒736-0046 082-822-2488医療法人社団　健口会長畑　光 平元. 6. 1歯   診療所
     長畑歯科医院 安芸郡海田町窪町４－５１ 常　勤:    2　理事長　長畑　光 組織変更 現存
     (歯       2) 平28. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 138532,3057,4 田辺歯科医院 〒735-0007 082-284-3838田辺　文彦 田辺　文彦 昭62.11. 1歯   診療所
     安芸郡府中町石井城１－５－３２常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 138632,3058,2 二神歯科医院 〒736-0021 082-822-5510二神　正文 二神　正文 昭63. 6. 1歯   診療所
     安芸郡海田町成本１１－２７－１常　勤:    2 新規 現存
     ０２ (歯       2) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 138732,3061,6 松本歯科クリニック 〒736-0035 082-823-8100医療法人松本歯科クリ松本　多司 平 9. 3. 1歯   診療所
     安芸郡海田町日の出町３－３ 常　勤:    1ニック　理事長　松本 移転 現存
     (歯       1)　多司 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 138832,3063,2 奥村歯科医院 〒736-0012 082-824-3711奥村　龍一 奥村　龍一 平元. 9. 1歯   歯外 小歯診療所
     安芸郡海田町稲葉１１－１０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 138932,3067,3 さんたんだ歯科医院 〒735-0006 082-282-4180三反田　孝 三反田　孝 平 6. 6. 1歯   小歯 診療所
     安芸郡府中町本町２－５－１１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
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 139032,3068,1 佐久間歯科医院 〒735-0003 082-288-7377佐久間　理恵 佐久間　理恵 平 6.12. 1歯   矯歯 小歯診療所
     安芸郡府中町みくまり２丁目１３常　勤:    1 新規 現存
     －１４ (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 139132,3070,7 医療法人社団　竹下歯〒735-0026 082-285-1110医療法人社団　竹下歯竹下　稔 平17. 5. 1歯   診療所
     科医院 安芸郡府中町桃山１丁目８－４－常　勤:    1科医院　理事長　竹下 組織変更 現存
     １０３ (歯       1)　稔 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 139232,3072,3 いいだ歯科クリニック〒735-0021 082-287-0648飯田　康二 飯田　康二 平10. 7. 1歯   診療所
     安芸郡府中町大須２丁目３－７１常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 139332,3073,1 しだはら歯科医院 〒735-0006 082-890-0011志田原　達哉 志田原　達哉 平10.10. 1歯   小歯 診療所
     安芸郡府中町本町５丁目２－１２常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 139432,3074,9 ありもり歯科医院 〒735-0012 082-890-0088有森　良壯 有森　良壯 平10.11. 1歯   歯外 診療所
     安芸郡府中町八幡２－１３－２０常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 139532,3076,4 くるみ歯科医院 〒735-0013 082-890-0303髙木　秀樹 髙木　秀樹 平10.12. 1歯   小歯 診療所
     安芸郡府中町浜田３丁目５－１２常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 139632,3078,0 やすとみ歯科 〒735-0025 082-890-3353安富　慶昌 安富　慶昌 平11.12. 1歯   小歯 診療所
     安芸郡府中町鹿籠２丁目１３－１常　勤:    2 新規 現存
     ２ＡＬＢＡ　ＦＵＣＨＵ１０１ (歯       2) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 139732,3080,6 おがわ歯科医院 〒736-0035 082-821-1118小川　俊夫 小川　俊夫 平13. 6. 1歯   歯外 小歯診療所
     安芸郡海田町日の出町６－６－１常　勤:    1 新規 現存
     Ｆ (歯       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 139832,3081,4 海田デンタルクリニッ〒736-0065 082-821-0118三宅　雄次郎 三宅　雄次郎 平13. 7. 1歯   小歯 診療所
     ク 安芸郡海田町南昭和町９－２２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 7. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 139932,3082,2 麻の実歯科医院 〒735-0012 082-286-8070医療法人社団　峰良会相田　明子 平15. 8. 1歯   矯歯 小歯診療所
     安芸郡府中町八幡２－３－３ 常　勤:    2　理事長　二木　由峰 新規 現存
     (歯       2) 平27. 8. 1
     非常勤:   10
     (歯      10)
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 140032,3084,8 ダイヤモンドシティ歯〒735-0021 082-561-0088医療法人　裕和　理事近藤　裕人 平19. 7. 1歯   小歯 診療所
     科 安芸郡府中町大須２丁目１－１ 常　勤:    2長　近藤　裕人 組織変更 現存
     (歯       2) 平25. 7. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 140132,3085,5 かいた駅前歯科 〒736-0046 082-823-5717小嶺　満希子 小嶺　満希子 平16. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     安芸郡海田町窪町２－１４　ハン常　勤:    1 新規 現存
     ドウビル３Ｆ (歯       1) 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 140232,3086,3 谷野歯科 〒736-0022 082-821-1170谷野　弘文 谷野　弘文 平17. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     安芸郡海田町蟹原２丁目１０－４常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     ８ (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 140332,3087,1 新谷歯科医院 〒735-0024 082-285-1007新谷　宏規 新谷　宏規 平19. 4. 1歯   小歯 診療所
     安芸郡府中町緑ケ丘１６－９ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 140432,3088,9 やまなか歯科医院 〒735-0022 082-299-6480山中　威典 山中　威典 平19. 5. 7歯   小歯 歯外診療所
     安芸郡府中町大通２丁目８－２１常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     －１０１ (歯       1) 平25. 5. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 140532,3089,7 あおぞら歯科医院 〒735-0005 082-555-5060小田　恵子 小田　恵子 平20. 4. 8歯   診療所
     安芸郡府中町宮の町１丁目１－２常　勤:    1 新規 現存
     ６ (歯       1) 平26. 4. 8
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 140632,3091,3 秋本歯科医院 〒736-0067 082-823-4182秋本　浩志 秋本　浩志 平21. 7. 1歯   歯外 小歯診療所
     安芸郡海田町稲荷町９－１６ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 140732,3092,1 ＡＩＣデンタルクリニ〒735-0006 鈴川　夏寿美 鈴川　夏寿美 平21.10.22歯   矯歯 小歯診療所
     ック・ヴィラ 安芸郡府中町本町２丁目９番２７常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平27.10.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 140832,3095,4 医療法人　社団　湧泉〒736-0064 082-820-0800医療法人　社団　湧泉岡本　佳明 平23. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     会　ひまわり歯科 安芸郡海田町昭和中町２－３８ 常　勤:    8会　理事長　岡本　佳 組織変更 矯歯 現存
     (歯       8)明 平29. 6. 1
     非常勤:   10
     (歯      10)
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 140932,3096,2 医療法人　社団　輝博〒735-0016 082-285-8148医療法人　社団　輝博末永　輝義 平23.10. 1歯   診療所
     会　末永歯科医院 安芸郡府中町青崎中８－７ 常　勤:    1会　理事長　末永　輝 組織変更 現存
     (歯       1)義 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 141032,3097,0 野村歯科医院 〒735-0008 082-284-3233医療法人社団昌佳会野野村　昌利 平23.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     安芸郡府中町鶴江二丁目１２番１常　勤:    1村歯科医院　理事長　 組織変更 現存
     １号 (歯       1)野村　昌利 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 141132,3099,6 くらた歯科医院 〒735-0013 082-288-8855医療法人社団　輝真会倉田　昌典 平25.10. 1歯   小歯 矯歯診療所
     安芸郡府中町浜田一丁目３番１６常　勤:    1　くらた歯科医院　理 組織変更 歯外 現存
     －２０２号 (歯       1)事長　倉田　昌典 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 141232,3100,2 ファミリア歯科 〒735-0015 082-287-1128菊地　伸仁 菊地　伸仁 平26. 4. 1歯   小歯 診療所
     安芸郡府中町青崎東１－６ロイヤ常　勤:    1 新規 現存
     ルビュー安芸１Ｆ (歯       1) 平26. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 141332,3101,0 医療法人社団　コアラ〒736-0065 082-821-1888医療法人社団　コアラ石通　宏行 平26. 6. 1歯   小歯 矯歯診療所
     小児歯科 安芸郡海田町南昭和町１３番９号常　勤:    1小児歯科　理事長　石 移転 現存
     (歯       1)通　宏行 平26. 6. 1
     非常勤:    5
     (歯       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 141432,3102,8 西川歯科医院 〒735-0021 082-281-1112西川　直樹 西川　直樹 平27. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     安芸郡府中町大須１丁目１７－２常　勤:    2 交代 現存
     ３ (歯       2) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 141532,3103,6 新生歯科医院 〒735-0025 河本　貴充 河本　貴充 平27. 6.23歯   診療所
     安芸郡府中町鹿籠２丁目１４－２常　勤:    1 新規 現存
     ５ (歯       1) 平27. 6.23
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 141632,3104,4 あいあい歯科クリニッ〒736-0005 082-822-2022五藤　博之 五藤　博之 平27.10. 1歯   小歯 診療所
     ク 安芸郡海田町畝２－１５－１５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 141732,3105,1 イチマ歯科医院 〒736-0042 082-824-1188医療法人社団　沢進会市間　裕修 平29. 5. 1歯   診療所
     安芸郡海田町南大正町４番２８号常　勤:    1　理事長　市間　裕修 組織変更 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
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 141832,3106,9 谷﨑歯科クリニック 〒735-0006 082-282-4618医療法人　清正会　理谷﨑　正教 平29. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     安芸郡府中町本町４丁目５－３７常　勤:    1事長　谷﨑　正教 組織変更 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 141932,3107,7 岸保歯科医院 〒736-0022 082-822-8653岸保　祐司 岸保　祐司 平29. 8. 1歯   歯外 小歯診療所
     安芸郡海田町蟹原１丁目９番１５常　勤:    2 交代 矯歯 現存
     号 (歯       2) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 142033,3009,3 長坂歯科医院 〒737-2211 0823-57-2172長坂　公治 長坂　公治 平 9. 5.17歯   矯歯 歯外診療所
     江田島市大柿町柿浦１５４５ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平30. 5.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 142133,3018,4 松原歯科医院 〒739-0441 0829-55-0133松原　一光 松原　一光 昭59. 3. 1歯   診療所
     廿日市市大野原２丁目４－２８ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 142233,3064,8 宮島町歯科診療所 〒739-0588 0829-44-2006鬼武　美昭 鬼武　美昭 平 2. 4. 1歯   診療所
     廿日市市宮島町５７１ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 142333,3088,7 高野歯科医院 〒738-0201 0829-74-0055高野　敏晃 高野　敏晃 昭56. 4. 1歯   診療所
     廿日市市永原１２５４－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 142433,3091,1 江島歯科医院 〒738-0203 0829-74-1800江島　恒章 江島　恒章 昭56. 9. 1歯   診療所
     廿日市市友田６６０－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 142533,3099,4 せらだ歯科クリニック〒737-2313 0823-49-1161世良田　治彦 世良田　治彦 昭59. 7. 1歯   診療所
     江田島市沖美町是長４１０－４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 142633,3101,8 川端歯科医院 〒738-0512 0829-86-1122川端　康司 川端　康司 昭59. 9. 1歯   診療所
     広島市佐伯区湯来町大字白砂３５常　勤:    1 新規 現存
     ２６－１ (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 142733,3104,2 医療法人社団　かみて〒738-0222 0829-72-1224医療法人社団　かみて上手　敬之 平14. 1. 1歯   診療所
     歯科クリニック 廿日市市津田４２３３番地１ 常　勤:    1歯科クリニック　理事 移転 現存
     (歯       1)長　上手　敬之 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 142833,3108,3 青木歯科医院 〒737-2101 0823-42-0117青木　修 青木　修 昭63. 4. 1歯   診療所
     江田島市大柿町飛渡瀬３４４－３常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
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 142933,3111,7 オレンジ歯科クリニッ〒739-0441 0829-54-2611中嶋　真美子 中嶋　真美子 平 3. 4. 1歯   診療所
     ク 廿日市市大野原２丁目１０－１８常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 143033,3113,3 安藤歯科医院 〒739-0402 0829-56-2216安藤　茂 安藤　茂 平 6. 3. 1歯   矯歯 小歯診療所
     廿日市市対厳山２丁目１４－１２常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 143133,3114,1 とだ歯科医院 〒739-0488 0829-55-3090医療法人栄信会　理事武田　恵理 平 7. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     廿日市市大野１２３５－９ 常　勤:    2長　戸田　信彦 新規 現存
     (歯       2) 平28. 4. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 143233,3115,8 朝原デンタルクリニッ〒737-2301 0823-45-5577朝原　早苗 朝原　早苗 平 7. 8. 1歯   矯歯 小歯診療所
     ク 江田島市能美町中町４８６５－３常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平28. 8. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 143333,3117,4 いわもと歯科 〒738-0513 0829-86-2228岩本　隆二 岩本　隆二 平 9. 3. 1歯   診療所
     広島市佐伯区湯来町大字伏谷字東常　勤:    1 新規 現存
     川角１１５－１ (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 143433,3120,8 医療法人社団　安芸歯〒739-0488 0829-56-3888医療法人社団　安芸歯山中　史教 平15.10. 1歯   診療所
     科クリニック 廿日市市大野３３００－１６ 常　勤:    1科クリニック　理事長 組織変更 現存
     (歯       1)　山中　史教 平27.10. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 143533,3121,6 中川歯科医院 〒739-0445 0829-54-1182中川　茂吉 中川　茂吉 平 9. 7. 1歯   診療所
     廿日市市塩屋２丁目４－５ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平30. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 143633,3123,2 村上歯科医院 〒739-0424 0829-50-6666村上　誠一 村上　誠一 平13. 2. 1歯   小歯 矯歯診療所
     廿日市市前空５丁目２－５ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 143733,3125,7 やまだ歯科 〒739-0442 0829-54-2817山田　康道 山田　康道 平15. 3. 1歯   小歯 診療所
     廿日市市梅原２丁目１－２３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 143833,3126,5 やまさき歯科医院 〒737-2302 0823-45-4511山﨑　一義 山﨑　一義 平15. 4. 1歯   診療所
     江田島市能美町鹿川３２３０－２常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 143935,3009,8 医療法人　共愛会　三〒731-1533 0826-72-2175医療法人　共愛会　三三宅　陽介 平 4. 8. 1歯   診療所
     宅歯科医院 山県郡北広島町有田９８－４ 常　勤:    1宅歯科医院　理事長　 組織変更 現存
     (歯       1)三宅　陽介 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 144035,3025,4 医療法人社団　樹会　〒731-3664 08262-8-2552医療法人社団　樹会　 安　敬之 平17. 3. 1歯   小歯 矯歯診療所
     戸河内 安歯科医院 山県郡安芸太田町大字上殿字東神常　勤:    1理事長　深井　直樹 移転 歯外 現存
     田１８６２－１ (歯       1) 平29. 3. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 144135,3026,2 元林歯科医院 〒731-2104 0826-82-2325元林　大 元林　大 昭55.12.25歯   診療所
     山県郡北広島町大朝４５２３－１常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 144235,3028,8 藤井歯科医院 〒731-1533 0826-72-5711藤井　彰 藤井　彰 昭58. 8.16歯   診療所
     山県郡北広島町有田１６５８－１常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 144335,3029,6 医療法人社団　樹会　〒731-3702 08263-2-2230医療法人社団　樹会　 安　まさみ 平14.10. 1歯   診療所
     筒賀 安歯科医院 山県郡安芸太田町大字中筒賀１８常　勤:    1理事長　深井　直樹 組織変更 現存
     ９３ (歯       1) 平26.10. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 144435,3031,2 中尾歯科医院 〒731-1222 0826-84-0037清見原　加代 清見原　加代 昭61.11. 1歯   歯外 診療所
     山県郡北広島町阿坂４４４８－１常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28.11. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 144535,3032,0 医療法人社団　樹会　〒731-2323 08263-5-1184医療法人社団　樹会　西　誠司 平14.10. 1歯   診療所
     芸北深井歯科医院 山県郡北広島町川小田１９９ 常　勤:    1理事長　深井　直樹 組織変更 現存
     (歯       1) 平26.10. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 144635,3033,8 医療法人社団　市村歯〒731-3501 08262-2-0233医療法人社団　市村歯市村　紀夫 平12. 4. 1歯   小歯 診療所
     科医院 山県郡安芸太田町大字加計５３１常　勤:    1科医院　理事長　市村 組織変更 現存
     ５－２ (歯       1)　紀夫 平30. 4. 1
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 144735,3034,6 トマト歯科クリニック〒731-1533 0826-72-8264光野　聖司 光野　聖司 平 4. 5. 1歯   診療所
     山県郡北広島町有田１５３２千代常　勤:    1 新規 現存
     田ショッピングセンターサンクス(歯       1) 平28. 5. 1
     ３Ｆ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 144835,3035,3 こうの歯科医院 〒731-3501 08262-5-0888河野　公彦 河野　公彦 平10. 6. 1歯   診療所
     山県郡安芸太田町大字加計３５３常　勤:    1 新規 現存
     ７－４ (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 144935,3036,1 いのうえ歯科医院 〒731-1515 0826-72-7272井上　弘明 井上　弘明 平10.10. 1歯   小歯 診療所
     山県郡北広島町壬生６５８－１ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 145035,3037,9 本田歯科医院 〒731-3810 08262-8-7800本田　仁 本田　仁 平11.11. 1歯   小歯 診療所
     山県郡安芸太田町大字戸河内３１常　勤:    1 新規 現存
     ４－１ (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 145135,3038,7 なかます歯科医院 〒731-2103 0826-82-7622中増　康曜 中増　康曜 平12. 2. 1歯   診療所
     山県郡北広島町新庄９１９－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 145235,3039,5 ありた歯科医院 〒731-1526 0826-72-7511有田　秀明 有田　秀明 平12. 9. 1歯   診療所
     山県郡北広島町本地２２２９－１常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 145335,3040,3 スマイル歯科医院 〒731-1533 0826-72-8168日山　孝 日山　孝 平20.11.17歯   診療所
     山県郡北広島町有田字河本６５９常　勤:    1 新規 現存
     －１ (歯       1) 平26.11.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 145435,3041,1 北広島町芸北歯科診療〒731-2431 0826-35-0749北広島町長　箕野　博木村　菜穂子 平22. 4. 1歯   診療所
     所 山県郡北広島町荒神原２００ 常　勤:    1司 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 145536,3002,1 医療法人　森田会　吉〒731-0501 0826-42-0227医療法人　森田会　理岩下　幸治 平元. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     田歯科クリニック 安芸高田市吉田町吉田３６６１－常　勤:    1事長　坂本有文 組織変更 現存
     １ (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 145636,3005,4 上野歯科医院 〒731-0501 0826-42-0252上野　修 上野　修 平 2. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     安芸高田市吉田町吉田１２１８ 常　勤:    2 移転 現存
     (歯       2) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 145736,3021,1 医療法人　森田会　森〒739-1101 0826-45-2113医療法人　森田会　理根木　義明 平 9. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     田歯科医院 安芸高田市甲田町高田原１４３８常　勤:    1事長　坂本有文 組織変更 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 145836,3022,9 山﨑歯科医院 〒731-0521 0826-42-3527山﨑　信義 山﨑　信義 平12. 7. 1歯   歯外 診療所
     安芸高田市吉田町常友１２６７－常　勤:    2 移転 現存
     ２ (歯       2) 平30. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 145936,3023,7 黒岩歯科医院 〒739-1201 0826-46-2123黒岩　整治 黒岩　整治 平16. 5. 1歯   診療所
     安芸高田市向原町坂９－１ 常　勤:    3 移転 現存
     (歯       3) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 146036,3027,8 貞岡歯科医院 〒731-0501 0826-42-2885貞岡　道也 貞岡　道也 昭60. 8. 1歯   診療所
     安芸高田市吉田町吉田６２６－１常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 146136,3028,6 桂歯科医院 〒731-0501 0826-42-2030桂　啓介 桂　啓介 昭61. 5. 1歯   小歯 診療所
     安芸高田市吉田町吉田１８９０－常　勤:    1 新規 現存
     １ (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 146236,3030,2 谷歯科医院 〒731-0304 0826-52-3939谷　成寛 谷　成寛 昭62. 9. 1歯   小歯 診療所
     安芸高田市八千代町下根６１７－常　勤:    1 新規 現存
     ７ (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 146336,3031,0 イズミ歯科医院 〒731-0501 08264-2-4618和泉　昌義 和泉　昌義 平 3. 8. 1歯   診療所
     安芸高田市吉田町吉田７６５－１常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 146436,3034,4 吉村歯科医院 〒731-0523 08264-3-2076吉村　直規 吉村　直規 平 6. 7. 1歯   診療所
     安芸高田市吉田町山手１２１７－常　勤:    1 新規 現存
     １ (歯       1) 平30. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 146536,3036,9 なかおか歯科 〒731-0501 0826-47-0855中岡　孝文 中岡　孝文 平10. 4. 1歯   診療所
     安芸高田市吉田町吉田３７９９ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 146636,3037,7 近藤歯科医院 〒731-0303 0826-52-7777近藤　嘉人 近藤　嘉人 平12. 9. 1歯   小歯 矯歯診療所
     安芸高田市八千代町佐々井１３９常　勤:    1 新規 現存
     １－１ (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 146736,3039,3 川根　歯科診療所 〒739-1801 0826-58-0135山﨑　信義 山﨑　信義 平23. 4. 1歯   歯外 診療所
     安芸高田市高宮町川根２４３８－常　勤:    2 新規 現存
     １ (歯       2) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 146836,3040,1 ふじとう歯科 〒739-1101 0826-45-3533医療法人ふじとう歯科藤東　琢也 平23. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     安芸高田市甲田町高田原１１６０常　勤:    1　理事長　藤東　琢也 組織変更 現存
     －７ (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 146936,3041,9 医療法人青心会　ラベ〒731-0302 0826-52-3377医療法人青心会　理事黒本　拓志 平25. 4. 1歯   歯外 小歯診療所
     ンダー歯科クリニック安芸高田市八千代町勝田４５９番常　勤:    2長　青戸　光紀 新規 矯歯 現存
     地 (歯       2) 平25. 4. 1
     非常勤:    5
     (歯       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 147036,3042,7 みどりファミリー歯科〒731-0612 0826-54-0843根岸　勇二 根岸　勇二 平25. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     安芸高田市美土里町本郷字山根１常　勤:    1 新規 現存
     ７８１－１０ (歯       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 147136,3043,5 有木歯科医院 〒739-1201 0826-46-2101有木　千加子 有木　千加子 平27. 2.20歯   診療所
     安芸高田市向原町坂２９７番地 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平27. 2.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 147237,3012,8 黒瀬歯科医院 〒739-2613 0823-82-7117本田　雅弘 本田　雅弘 昭58. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     東広島市黒瀬町楢原７５７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 147337,3013,6 医療法人社団　一水会〒739-2612 0823-82-5522医療法人社団　一水会木村　慶子 昭62. 3. 1歯   小歯 診療所
     　木村歯科医院 東広島市黒瀬町丸山１４２０－１常　勤:    2　理事長　木村　慶子 組織変更 現存
     (歯       2) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 147437,3014,4 かとう歯科クリニック〒739-2613 0823-82-8241医療法人社団　健歯会加藤　寛二 平元.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     東広島市黒瀬町楢原２７６－７ 常　勤:    2　理事長　加藤　寛二 組織変更 歯外 現存
     (歯       2) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 147537,3015,1 ハズタニ歯科医院 〒739-2622 0823-82-8444筈谷　純三郎 筈谷　純三郎 昭63. 6. 1歯   歯外 診療所
     東広島市黒瀬町乃美尾１０８３－常　勤:    1 新規 現存
     １ (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 147637,3017,7 アリス歯科クリニック〒739-2504 0823-82-0321上田　生幸 上田　生幸 平 4. 5. 1歯   小歯 診療所
     東広島市黒瀬町宗近柳国９３２－常　勤:    1 新規 現存
     １ (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 147737,3018,5 医療法人社団　しげも〒739-2616 0823-83-6055医療法人社団　しげも重本　康晴 平14.10. 1歯   小歯 矯歯診療所
     と歯科クリニック 東広島市黒瀬町兼広１４１ 常　勤:    4と歯科クリニック　理 組織変更 歯外 現存
     (歯       4)事長　重本　康晴 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 147837,3019,3 よしおか歯科クリニッ〒739-2613 0823-81-0418吉岡　慎一 吉岡　慎一 平15. 3. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 東広島市黒瀬町楢原８９４－２ 常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平27. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 147938,3006,8 近藤歯科医院 〒739-2313 082-432-2132近藤　暁美 近藤　暁美 平16. 5. 1歯   小歯 診療所
     東広島市豊栄町清武４６３－１ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 148038,3010,0 冨田歯科医院 〒729-1321 08473-4-0328冨田　洋道 冨田　洋道 昭53. 4.28歯   診療所
     三原市大和町和木１５２５－２ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平29. 4.28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 148138,3020,9 早志歯科福富診療所 〒739-2303 082-435-2777医療法人社団　光誠会川森　允見 平10. 4. 1歯   診療所
     東広島市福富町久芳３７００－１常　勤:    1　理事長　早志　光由 組織変更 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 148238,3022,5 医療法人　河内歯科医〒739-2201 0824-37-1622医療法人　河内歯科医田坂　隆幸 平元.10. 1歯   診療所
     院 東広島市河内町中河内７８２ 常　勤:    1院　理事長　田坂　隆 組織変更 現存
     (歯       1)幸 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 148338,3024,1 かじわら歯科医院 〒729-1406 08473-3-1607梶原　幹生 梶原　幹生 平 5. 5. 1歯   診療所
     三原市大和町下徳良１７８２－１常　勤:    1 新規 現存
     ０ (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 148439,3003,3 山本歯科クリニック 〒725-0200 08466-6-2045山本　伸顕 山本　伸顕 平11. 4. 1歯   診療所
     豊田郡　大崎上島町　東野　２５常　勤:    1 交代 現存
     ７２ (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 148539,3004,1 あまの歯科・矯正歯科〒729-0417 0848-86-2105天野　晋吾 天野　晋吾 平12. 2. 1歯   矯歯 小歯診療所
     クリニック 三原市本郷南６丁目１２－２０ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平30. 2. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 148639,3028,0 好中歯科医院 〒725-0301 08466-4-4012好中　輝良史 好中　輝良史 昭58. 1. 1歯   診療所
     豊田郡　大崎上島町　中野　１７常　勤:    1 新規 現存
     ３７－１ (歯       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 148739,3029,8 冨士田歯科医院 〒722-2411 08452-7-0178冨士田　聰 冨士田　聰 昭61. 4. 1歯   小歯 診療所
     尾道市瀬戸田町瀬戸田３１６－９常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 148839,3032,2 正畠歯科医院 〒725-0401 08466-2-0064黒川　貞幸 黒川　貞幸 昭63. 8. 1歯   診療所
     豊田郡　大崎上島町　木江　２４常　勤:    3 新規 現存
     ６ (歯       3) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 148939,3033,0 小早川歯科医院 〒729-0414 0848-86-6679小早川　岳伸 小早川　岳伸 平元.12. 1歯   小歯 診療所
     三原市下北方１丁目６番２０号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 149039,3034,8 瀬戸田村上歯科医院 〒722-2413 08452-7-4195村上　清信 村上　清信 平 5. 8. 1歯   矯歯 小歯診療所
     尾道市瀬戸田町沢１６３－１６ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29. 8. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 149139,3042,1 豊浜町歯科診療所 〒734-0101 08466-8-2684赤間　芳彦 赤間　芳彦 平17. 1. 1歯   診療所
     呉市豊浜町豊島３５２６－１２ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 149239,3043,9 平田歯科診療所 〒725-0301 0846-64-4321平田　智広 平田　智広 平20. 9. 1歯   診療所
     豊田郡大崎上島町中野２２０１番常　勤:    2 新規 現存
     地の２ (歯       2) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 149339,3044,7 円山歯科医院 〒725-0301 0846-64-5280円山　義信 円山　義信 平26. 6. 1歯   小歯 診療所
     豊田郡大崎上島町中野４４９０－常　勤:    1 新規 現存
     １ (歯       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 149440,3013,0 医療法人社団　愛心会〒739-2402 0846-45-0041医療法人社団　愛心会金城　賢治 平16.12. 1歯   歯外 小歯診療所
     　原田歯科医院 東広島市安芸津町三津３７１３ 常　勤:    1　理事長　原田　康 組織変更 休止
     (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 149540,3026,2 渡辺歯科医院 〒737-2603 0823-87-3771渡辺　信昭 渡辺　信昭 昭52.12.28歯   診療所
     呉市川尻町西２丁目１２－８ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平28.12.28
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 149640,3027,0 医療法人社団　大隅歯〒737-2607 0823-87-2552医療法人社団　大隅歯大隅　孝 平 2. 1. 1歯   診療所
     科 呉市川尻町東３丁目１－７ 常　勤:    2科　理事長　大隅　孝 組織変更 現存
     (歯       2) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 149740,3028,8 橘歯科医院 〒737-2603 0823-87-6116橘　裕文 橘　裕文 昭60. 6. 1歯   診療所
     呉市川尻町西２丁目１－２４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 149840,3031,2 医療法人社団　一水会〒739-2403 0846-45-5333医療法人社団　一水会湊　有希子 昭62. 3. 1歯   小歯 診療所
     　安芸津歯科医院 東広島市安芸津町風早３２０６ 常　勤:    3　理事長　木村　慶子 組織変更 現存
     (歯       3) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 149940,3032,0 医療法人社団　尾田歯〒737-2516 0823-84-6648医療法人社団　尾田歯尾田　良 平 2.12. 1歯   診療所
     科クリニック 呉市安浦町中央５丁目１－５４ 常　勤:    2科クリニック　理事長 組織変更 現存
     (歯       2)　尾田　良 平29.12. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 150040,3033,8 中川歯科医院 〒737-2516 0823-84-6812中川　淳 中川　淳 昭62. 5. 1歯   診療所
     呉市安浦町中央４丁目４－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 150140,3035,3 医療法人社団高志会　〒739-2402 0846-45-1177医療法人社団　高志会土田　和範 平 2.11. 1歯   小歯 矯歯診療所
     土田歯科医院 東広島市安芸津町三津４３８５－常　勤:    1　土田歯科医院　理事 組織変更 現存
     ３ (歯       1)長　土田　和範 平29.11. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 150240,3038,7 坂井歯科医院 〒737-2512 0823-84-6401坂井　盛行 坂井　盛行 平 2. 6. 1歯   矯歯 小歯診療所
     呉市安浦町安登西５丁目５－７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 150340,3041,1 おがわ歯科医院 〒737-2603 0823-87-6480小川　祐司 小川　祐司 平 9. 1. 1歯   歯外 診療所
     呉市川尻町西１丁目６－３３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 150441,3013,8 医療法人社団　友愛会〒722-0073 0848-44-2666医療法人社団　友愛会勝島　直行 平 5. 6. 1歯   診療所
     　カツシマ歯科 尾道市向島町５４２０－１ 常　勤:    2　理事長　勝島　直行 移転 現存
     (歯       2) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 150541,3019,5 中山歯科医院 〒722-1303 084732-8335 中山　一 中山　一 平 4. 5. 1歯   診療所
     三原市久井町下津１７２８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
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 150641,3020,3 村上歯科医院 〒722-0341 08487-6-2511村上　哲 村上　哲 平 6.11. 1歯   診療所
     尾道市御調町神１４９－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 150741,3021,1 よこた歯科医院 〒722-0342 08487-6-3320横田　博文 横田　博文 平 6.12. 1歯   診療所
     尾道市御調町大田７８－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 150841,3023,7 柏原ファミリー歯科 〒722-0073 0848-45-4618柏原　太郎 柏原　太郎 平13. 3. 1歯   小歯 矯歯診療所
     尾道市向島町５５８１－２０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 3. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 150942,3009,4 正田歯科医院 〒722-1121 08472-2-3530正田　靖史 正田　靖史 昭59. 4. 1歯   診療所
     世羅郡世羅町大字西上原９０－２常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 151042,3011,0 橋本歯科医院 〒722-1112 08472-2-3356橋本　清徳 橋本　清徳 昭61. 6. 1歯   診療所
     世羅郡世羅町本郷８６７－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 151142,3013,6 谷川歯科医院 〒722-1112 08472-2-5222谷川　昌生 谷川　昌生 平 3.10. 1歯   診療所
     世羅郡世羅町大字本郷字川口３０常　勤:    1 新規 現存
     －７ (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 151242,3016,9 平岡歯科医院 〒722-1111 08472-5-0418平岡　秀樹 平岡　秀樹 平13. 4. 1歯   診療所
     世羅郡世羅町寺町１２２１－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 151342,3017,7 みやもと歯科医院 〒722-1701 0847-37-2218宮本　修司 宮本　修司 平20.10. 1歯   診療所
     世羅郡世羅町小国３３１９－４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 151443,3006,8 黒瀬デンタルクリニッ〒720-0313 0849-87-2424黒瀬　信隆 黒瀬　信隆 昭53. 4. 1歯   診療所
     ク 福山市沼隈町常石１０８３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 151543,3008,4 渡辺歯科医院 〒720-0311 084-987-3888渡辺　禎之 渡辺　禎之 昭56. 3. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福山市沼隈町草深１８７０－６ 常　勤:    3 新規 歯外 現存
     (歯       3) 平29. 3. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
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 151644,3008,2 しげまさ歯科 〒720-2111 084-966-0023重政　昇 重政　昇 平17.12. 1歯   小歯 歯外診療所
     福山市神辺町上御領３８７－３ 常　勤:    2 移転 矯歯 現存
     (歯       2) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 151744,3011,6 鳥枝歯科医院 〒720-2104 0849-63-3238鳥枝　信雄 鳥枝　信雄 昭60. 2. 4歯   矯歯 小歯診療所
     福山市神辺町道上６１２－２ 常　勤:    2 移転 現存
     (歯       2) 平30. 2. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 151844,3012,4 佐々木歯科医院 〒720-2124 0849-63-3011佐々木　 治 佐々木　 治 昭53.11. 1歯   診療所
     福山市神辺町川南３１７３－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 151944,3013,2 菅波第二歯科医院 〒720-2123 0849-63-1213菅波　茂夫 菅波　茂夫 昭56.11. 1歯   診療所
     福山市神辺町川北領家７１５－７常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 152044,3014,0 渡辺歯科医院 〒720-2125 0849-63-1008渡辺　克彦 渡辺　克彦 昭57.11. 1歯   診療所
     福山市神辺町新徳田３１９ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 152144,3015,7 横山歯科医院 〒720-2124 0849-62-2255横山　正彦 横山　正彦 昭61. 7. 1歯   小歯 診療所
     福山市神辺町川南７４１－５ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 152244,3016,5 下宮歯科医院 〒720-2116 084-963-2016下宮　聡 下宮　聡 昭63.12. 1歯   診療所
     福山市神辺町平野２８－２２、２常　勤:    1 新規 現存
     ３ (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 152344,3017,3 たけまる歯科医院 〒720-2121 084-963-5565竹丸　曉生 竹丸　曉生 平元. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福山市神辺町湯野２６５－７ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 152444,3018,1 片山歯科医院 〒720-2124 0849-62-3575片山　英彦 片山　英彦 平 2. 7. 1歯   矯歯 診療所
     福山市神辺町川南１０４８－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 152544,3020,7 タケダ歯科医院 〒720-2122 0849-63-2790武田　清孝 武田　清孝 平 7. 8. 1歯   診療所
     福山市神辺町新湯野３丁目５６－常　勤:    1 新規 現存
     １０ (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 152644,3021,5 すがなみ歯科 〒720-2105 0849-60-0180菅波　秀穂 菅波　秀穂 平 8. 4. 1歯   小歯 診療所
     福山市神辺町十三軒屋１５８－３常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 152744,3022,3 きたこが歯科医院 〒720-2104 0849-60-0318北古賀　修 北古賀　修 平 9. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     福山市神辺町道上２７０１－１ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平30. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 152844,3023,1 きぐち歯科クリニック〒720-2123 0849-60-4180木口　啓 木口　啓 平13. 2. 1歯   小歯 診療所
     福山市神辺町川北１０８２－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 152944,3024,9 しばた歯科 〒720-2117 0849-60-1601柴田　淳正 柴田　淳正 平13. 3. 1歯   診療所
     福山市神辺町下御領４６８－９ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 153045,3016,2 和田（戸手）歯科医院〒729-3101 0847-52-6117和田　康弘 和田　康弘 昭52.10. 1歯   診療所
     福山市新市町戸手１４８－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 153145,3018,8 いのうえ歯科医院 〒729-3104 0847-52-4188井上　真吾 井上　眞吾 平元. 4. 1歯   診療所
     福山市新市町宮内３６２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 153245,3019,6 新市歯科医院 〒729-3103 0847-51-2289深尾　美香子 深尾　美香子 平 8. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     福山市新市町新市４６２－１ 常　勤:    2 移転 現存
     (歯       2) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 153345,3020,4 松本歯科医院 〒729-3103 0847-51-5742松本　靖可 松本　靖可 平 4.10. 1歯   診療所
     福山市新市町大字新市７７９－２常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 153445,3021,2 うつみ歯科医院 〒729-3101 0847-51-3111内海　誠司 内海　誠司 平 6. 6. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福山市新市町戸手５８６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 153545,3022,0 たがみ歯科医院 〒729-3101 0847-52-5678田上　浩三 田上　浩三 平 9. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福山市新市町大字戸手７０１－７常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 153645,3023,8 ふくしま歯科医院 〒729-3104 0847-52-2470福島　誠 福島　誠 平14. 8. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福山市新市町大字宮内２６４－１常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 8. 1
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 153746,3006,1 秋山歯科医院 〒729-3511 08478-7-0011秋山　敬三 秋山　敬三 平15. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     神石郡神石高原町高光２０３２－常　勤:    1 移転 現存
     ６ (歯       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 153846,3008,7 塚本歯科医院 〒720-1811 08478-2-0048塚本　康雄 塚本　康雄 昭56. 1. 1歯   診療所
     神石郡神石高原町安田２２９－８常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 153946,3010,3 宮本歯科医院 〒720-1812 08478-2-2110宮本　貴文 宮本　貴文 平 2.11. 1歯   診療所
     神石郡神石高原町油木乙１８２１常　勤:    1 新規 現存
     －１ (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 154046,3011,1 小畠歯科医院 〒720-1522 08478-5-2250安名　孝江 安名　孝江 平 5. 9. 1歯   診療所
     神石郡神石高原町小畠１５０３－常　勤:    1 交代 現存
     ３ (歯       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 154146,3012,9 安名歯科医院 〒720-1704 0847-84-2059角南　昌治 角南　昌治 平28. 4. 1歯   診療所
     神石郡神石高原町下豊松７６２－常　勤:    2 交代 現存
     ４ (歯       2) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 154247,3011,9 松山歯科クリニック 〒729-3431 0847-62-4767松山　多男 松山　多男 平 3. 9. 1歯   矯歯 小歯診療所
     府中市上下町上下８４５－１ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 154348,3015,8 金子歯科医院 〒729-4204 0824-43-2171金子　昌平 金子　昌平 昭58. 4. 1歯   診療所
     三次市吉舎町三玉５０８－１ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 154448,3016,6 佐々木歯科医院 〒729-6702 082452-3712 佐々木　岳彦 佐々木　岳彦 昭58.12. 1歯   診療所
     三次市三和町敷名４８５３－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 154548,3018,2 口歯科医院 〒728-0201 0824-54-2052 口　久良 口　久良 平10. 1. 1歯   診療所
     三次市布野町上布野１３５１－１常　勤:    2 新規 現存
     ９ (歯       2) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 154648,3021,6 髙本歯科医院 〒729-4304 0824-44-2771髙本　章司 髙本　章司 平10.12. 1歯   診療所
     三次市三良坂町三良坂４２５４－常　勤:    1 新規 現存
     １ (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 154748,3022,4 さとう歯科医院 〒729-4211 0824-43-7888佐藤　德 佐藤　德 平15. 4. 1歯   小歯 診療所
     三次市吉舎町吉舎１５８４－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 154849,3021,4 みやじ歯科 〒729-5121 08477-2-3114宮地　譲 宮地　譲 平14. 6. 1歯   歯外 小歯診療所
     庄原市東城町川東１１３４ 常　勤:    1 組織変更 現存
     (歯       1) 平26. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 154949,3022,2 宮崎歯科クリニック 〒729-5722 08248-2-3976宮崎　純男 宮崎　純男 昭62. 7. 1歯   診療所
     庄原市西城町大佐７４８－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 155049,3023,0 横山歯科医院 〒729-5125 08477-2-4018医療法人社団　横山歯横山　勝 平 7. 2. 1歯   診療所
     庄原市東城町川西７９２－１ 常　勤:    1科医院　理事長　横山 組織変更 現存
     (歯       1)　勝 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 155149,3024,8 医療法人社団　慈恩会〒727-0301 0824-85-2171医療法人社団　慈恩会坂口　洋 平 4. 3. 1歯   診療所
     　坂口歯科医院 庄原市比和町比和７７９－１ 常　勤:    1　理事長　坂口　洋 組織変更 現存
     (歯       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 155249,3026,3 細川歯科医院 〒729-5124 08477-2-1001細川　英生 細川　英生 平 9. 7. 1歯   小歯 診療所
     庄原市東城町東城２３８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 155380,3011,0 広島大学歯科診療所 〒739-0046 082-424-3907国立大学法人　広島大日野　孝宗 平18.11. 1歯   歯外 小歯診療所
     東広島市鏡山１丁目１－２ 常　勤:    3学　学長　越智　光夫 新規 矯歯 現存
     (歯       3) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


