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    101,3012,3 植田歯科医院 〒750-0093 083-266-6308植田　浩司 植田　浩司 平 7. 2. 1歯   診療所
     下関市彦島西山町２丁目１番２６常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201,3053,7 津次歯科医院 〒750-0008 083-222-9669津次　悠紀子 津次　悠紀子 昭63. 3. 1歯   矯歯 小歯診療所
     下関市田中町６番６号 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    301,3070,1 一般社団法人　下関市〒751-0823 083-234-8020一般社団法人　下関市藤井　信 昭50. 4. 1歯   診療所
     歯科医師会休日歯科救下関市貴船町３丁目１番３７号 常　勤:    1歯科医師会　会長　藤 新規 現存
     急センター (歯       1)井　信 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    401,3073,5 田歯科医院 〒759-6603 083-258-4181 田　千知郎 田　千知郎 昭50. 4.30歯   歯外 矯歯診療所
     下関市安岡町１丁目１０番１４号常　勤:    5 新規 現存
     (歯       5) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    501,3080,0 中島歯科診療所 〒750-0014 083-224-0588中島　直 中島　直 昭45.12. 1歯   診療所
     下関市岬之町９番６号 常　勤:    3 新規 現存
     (歯       3) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    601,3082,6 井上歯科医院 〒752-0974 083-245-0841井上　功 井上　功 昭34.10.20歯   診療所
     下関市長府土居の内町１番１６号常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平24. 8. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    701,3121,2 かむろ歯科 〒750-0004 083-232-0148嘉室　錬一 嘉室　錬一 昭48.11. 1歯   診療所
     下関市中之町２番１１号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    801,3122,0 松本歯科クリニック 〒750-0025 083-232-6480松本　卓己 松本　卓己 平 3. 2. 1歯   診療所
     下関市竹崎町１丁目１５番２５号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    901,3127,9 平原歯科医院 〒751-0853 083-253-8388平原　孝昭 平原　孝昭 平 9. 9.12歯   診療所
     下関市川中豊町７丁目４番７号 常　勤:    2 移転 現存
     (歯       2) 平24. 9.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1001,3132,9 三井歯科医院 〒750-1143 083-283-2117三井　裕文 三井　裕文 昭53. 8. 1歯   診療所
     下関市小月駅前１丁目８番２８号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.10.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1101,3136,0 田崎歯科医院 〒750-0025 083-234-1380田崎　一夫 田崎　一夫 昭54. 4. 1歯   診療所
     下関市竹崎町３丁目４番２１号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
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   1201,3138,6 大野歯科医院 〒750-1153 083-282-8439大野　吉輝 大野　吉輝 昭54.10. 1歯   診療所
     下関市清末鞍馬２丁目３番１号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1301,3139,4 なかがわ歯科医院 〒751-0833 083-255-0330中川　仁 中川　仁 昭54.12. 1歯   診療所
     下関市武久町１丁目１９番１７号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1401,3140,2 藤井歯科診療所 〒750-0025 083-222-0221藤井　信 藤井　信 昭54.12. 1一般    診療所
     下関市竹崎町３丁目８番２３号 常　勤:    1 新規 歯   小歯 現存
     (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1501,3145,1 野間歯科医院 〒750-0064 083-232-3410野間　誠一郎 野間　誠一郎 昭55. 6. 1歯   矯歯 小歯診療所
     下関市今浦町１０番２７号 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1601,3148,5 西嶋歯科医院 〒752-0957 083-245-4677西嶋　伸二 西嶋　伸二 平 6. 2. 1歯   診療所
     下関市長府印内町１番１４号 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1701,3155,0 須呂歯科医院 〒750-1142 083-282-1335須呂　洋生 須呂　洋生 昭57. 1. 1歯   診療所
     下関市小月本町１丁目７番２７号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1801,3157,6 本村歯科医院 〒752-0928 083-248-0446本村　正伸 本村　正伸 昭57. 4. 1歯   診療所
     下関市長府才川２丁目５番３３号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1901,3159,2 豊田歯科医院 〒751-0865 083-253-8141豊田　生哉 豊田　生哉 平 2.12. 1歯   矯歯 小歯診療所
     下関市綾羅木新町１丁目５番１９常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2001,3162,6 水嶋歯科医院 〒751-0842 083-253-9755水嶋　正隆 水嶋　正隆 昭58. 7. 1歯   診療所
     下関市新垢田南町１丁目１１番１常　勤:    1 新規 現存
     １号 (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2101,3167,5 こんぴら歯科医院 〒750-0058 083-232-4110西村　俊雄 西村　俊雄 昭59. 1. 1歯   診療所
     下関市金比羅町５番１３号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   2201,3170,9 中島歯科医院 〒751-0849 083-252-2334中島　匡 中島　匡 昭59. 9. 1歯   診療所
     下関市綾羅木本町２丁目７番１号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2301,3175,8 木村歯科医院 〒750-1144 083-282-0253木村　博明 木村　博明 昭60. 6. 1歯   診療所
     下関市小月茶屋２丁目１番２４号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2401,3176,6 徳永歯科クリニック 〒759-6604 083-258-0909徳永　和敬 徳永　和敬 昭61. 1. 1歯   小歯 診療所
     下関市横野町３丁目５番７号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2501,3177,4 沼歯科医院 〒751-0829 083-253-7080沼　定明 沼　定明 昭61. 3. 1歯   診療所
     下関市幡生宮の下町１０番２６号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 3. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2601,3178,2 あさひ歯科医院 〒750-0067 083-267-1595金田　隆文 金田　隆文 平元. 3.23歯   診療所
     下関市大和町１丁目３番５号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 3.23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2701,3180,8 フジイ歯科医院 〒752-0983 083-246-0111藤井　達彦 藤井　達彦 昭61. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     下関市長府松原町４番９号 常　勤:    3 新規 現存
     (歯       3) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2801,3181,6 生野歯科医院 〒751-0832 083-253-5425西嶋　邦拓 西嶋　邦拓 昭61.11. 1歯   診療所
     下関市生野町２丁目３６番１号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2901,3183,2 竹田歯科診療所 〒751-0849 083-252-2743柴田　朝美 柴田　朝美 昭63. 4. 1歯   診療所
     下関市綾羅木本町３丁目２番５号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3001,3185,7 福田歯科医院 〒752-0975 083-246-2210福田　伸和 福田　伸和 昭63.10. 1歯   診療所
     下関市長府中浜町４番６号 常　勤:    3 新規 現存
     (歯       3) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3101,3186,5 池田歯科医院 〒752-0964 083-245-1336池田　郁子 池田　郁子 昭63.10. 1歯   診療所
     下関市長府中土居本町８番１９号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   3201,3187,3 おおむら歯科医院 〒750-0092 083-266-1159大村　祐進 大村　祐進 平元. 4. 1歯   診療所
     下関市彦島迫町３丁目８番１６号常　勤:    3 新規 現存
     (歯       3) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3301,3191,5 医療法人社団　玉置歯〒750-0087 083-266-3207医療法人社団玉置歯科玉置　則裕 平元. 6. 1歯   矯歯 診療所
     科 下関市彦島福浦町３丁目１番１７常　勤:    1　理事長　玉置　則裕 新規 現存
     号 (歯       1) 平28. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3401,3192,3 医療法人社団　大坪歯〒751-0841 083-255-3935医療法人社団大坪歯科大坪　幹生 平 9. 6.11歯   診療所
     科医院 下関市垢田町１丁目２０番１２号常　勤:    1医院　理事長　大坪　 移転 現存
     (歯       1)幹生 平30. 6.11
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3501,3194,9 末永歯科医院 〒752-0955 083-245-6899末永　隆 末永　隆 平 2. 1. 1歯   診療所
     下関市長府八幡町５番３号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3601,3195,6 竹中歯科医院 〒750-0025 083-222-7226竹中　健 竹中　健 平 2. 2. 1歯   診療所
     下関市竹崎町１丁目１６番１２号常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3701,3198,0 たかさと歯科医院 〒752-0916 083-248-1987高里　徹 高里　徹 平 3. 4. 1歯   診療所
     下関市王司上町１丁目１番１１号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3801,3202,0 おおの小児矯正歯科 〒750-0012 083-234-8181医療法人おおの小児矯大野　秀夫 平12. 9.25歯   矯歯 小歯診療所
     下関市観音崎町１１番８号 常　勤:    4正歯科　理事長　大野 移転 現存
     (歯       4)　秀夫 平24. 9.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3901,3203,8 こばやし歯科医院 〒759-6604 083-258-5528医療法人こばやし歯科小林　登世子 平元. 5. 1歯   診療所
     下関市横野町１丁目８番２２号 常　勤:    1医院　理事長　小林　 新規 現存
     (歯       1)登世子 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4001,3204,6 鈴木歯科医院 〒750-0007 083-222-5642鈴木　任 鈴木　任 平 4. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     下関市赤間町３番３８号 常　勤:    2 新規 矯歯 現存
     (歯       2) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4101,3205,3 グリーン歯科医院 〒751-0842 083-255-3135柴田　一代 柴田　一代 平 4. 4. 1歯   診療所
     下関市新垢田南町１丁目１３番１常　勤:    1 新規 現存
     ０号 (歯       1) 平28. 4. 1
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   4201,3206,1 サファイア歯科 〒751-0865 083-255-3818下御領　良二 下御領　良二 平 4. 6. 1歯   診療所
     下関市綾羅木新町２丁目１番１号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4301,3207,9 平山歯科医院 〒750-0047 083-233-2121平山　丈二 平山　丈二 平 4. 8. 1歯   診療所
     下関市向山町１５番１７号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4401,3208,7 芳川歯科医院 〒750-0061 083-222-9943芳川　修栄 芳川　修栄 平12. 8.17歯   診療所
     下関市上新地町３丁目６番５号 常　勤:    2 移転 現存
     (歯       2) 平24. 8.17
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4501,3209,5 帆足歯科医院 〒750-0009 083-233-4778帆足　昇 帆足　昇 平11.11. 1歯   小歯 診療所
     下関市上田中町２丁目２１番２号常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4601,3211,1 ゆたか歯科医院 〒751-0853 083-254-6060田中　栄閑 田中　栄閑 平 5. 3. 1歯   小歯 診療所
     下関市川中豊町５丁目２番５号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4701,3212,9 田中歯科医院 〒751-0826 083-222-0981田中　博 田中　博 平 6. 1. 1歯   診療所
     下関市後田町１丁目８番１４号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4801,3215,2 乙成歯科医院 〒751-0806 083-257-0229乙成　泰基 乙成　泰基 平 6. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     下関市一の宮町２丁目１３番３号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4901,3218,6 永冨歯科医院 〒750-0001 083-231-6226富永　孝一郎 富永　孝一郎 平 7. 4. 1歯   矯歯 診療所
     下関市幸町６番１６号 常　勤:    3 新規 現存
     (歯       3) 平28. 4. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5001,3219,4 江嵜歯科医院 〒759-6533 083-286-5464江嵜　敬介 江嵜　敬介 平 7. 6. 1歯   診療所
     下関市永田本町１丁目７番１０号常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   5101,3221,0 ツルミ歯科医院 〒750-0005 083-224-2221鶴見　文夫 鶴見　文夫 平 7. 5.22歯   矯歯 小歯診療所
     下関市唐戸町３番８号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 5.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5201,3222,8 森永歯科医院 〒751-0849 083-252-0801森永　史彦 森永　史彦 平 7. 9. 1歯   診療所
     下関市綾羅木本町４丁目１０番１常　勤:    2 新規 現存
     ０号 (歯       2) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5301,3224,4 岡歯科医院 〒751-0853 083-254-1800岡　圭一郎 岡　圭一郎 平 8. 5. 1歯   小歯 診療所
     下関市川中豊町１丁目３番５号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5401,3225,1 長田歯科医院 〒750-0018 083-222-0297長田　健児 長田　健児 平 8. 7. 1歯   診療所
     下関市豊前田町２丁目３番１５号常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5501,3227,7 小松歯科医院 〒751-0831 083-255-7700小松　智成 小松　智成 平 8.11. 1歯   小歯 矯歯診療所
     下関市大学町２丁目２番１号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.11. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5601,3229,3 いのうえ歯科勝谷 〒751-0802 083-257-1180井上　雅之 井上　雅之 平 9. 4. 1歯   診療所
     下関市勝谷新町１丁目１１番２４常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5701,3231,9 重田歯科医院 〒750-0009 083-222-2245重田　幸司郎 重田　幸司郎 平 9. 8. 1歯   診療所
     下関市上田中町２丁目７番１５号常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平24. 8. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5801,3233,5 つる歯科医院 〒750-0016 083-232-5555津留　昭二 津留　昭二 平10. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     下関市細江町２丁目２番１３号 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5901,3235,0 マツモト歯科矯正歯科〒750-0015 083-222-4311松本　安司 松本　安司 平10. 9. 1歯   矯歯 診療所
     下関市西入江町３番１２号 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6001,3236,8 芳川歯科クリニック 〒750-0084 083-267-7741芳川　浩治 芳川　浩治 平10.10. 1歯   小歯 診療所
     下関市彦島向井町２丁目１３番５常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平28.10. 1
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   6101,3238,4 阿久津歯科医院 〒751-0838 083-252-6010阿久津　雅 阿久津　雅 平11. 1. 1歯   診療所
     下関市山の田本町１８番６号 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6201,3239,2 藤田歯科医院 〒750-0025 083-222-9304藤田　靖 藤田　靖 平11. 2. 1歯   診療所
     下関市竹崎町２丁目１１番６号 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6301,3240,0 はたしま歯科医院 〒751-0837 083-252-0412畑島　敦 畑島　敦 平11. 2. 1歯   診療所
     下関市山の田中央町１番２０号 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6401,3242,6 西嶋歯科医院 〒759-6612 083-258-0094西嶋　浩樹 西嶋　浩樹 平11. 6. 1歯   診療所
     下関市安岡駅前１丁目８番１６号常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6501,3243,4 山口歯科医院 〒750-0016 083-222-5542山口　仁史 山口　仁史 平11. 6. 1歯   診療所
     下関市細江町１丁目６番７号 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6601,3246,7 小西歯科診療所 〒752-0959 083-246-1533小西　康成 小西　康成 平11.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     下関市長府金屋町５番１５号 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6701,3248,3 相沢歯科医院 〒750-0006 083-222-2004相澤　明男 相澤　明男 平12. 4. 1歯   診療所
     下関市南部町２３番３号 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6801,3249,1 にしだ歯科クリニック〒750-0075 083-266-8864西田　健二 西田　健二 平12. 7. 1歯   小歯 診療所
     下関市彦島江の浦町９丁目１番５常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平30. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6901,3252,5 湯田歯科医院 〒751-0883 083-257-5615湯田　宏一 湯田　宏一 平13. 6. 1歯   診療所
     下関市大字田倉５３５の１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7001,3253,3 にしじま歯科 〒751-0873 083-263-5848西嶋　能成 西嶋　能成 平13. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     下関市秋根西町１丁目１番３０号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   7101,3254,1 おせ歯科医院 〒751-0876 083-256-5152於勢　和憲 於勢　和憲 平13. 8. 1歯   小歯 矯歯診療所
     下関市秋根北町８番５号 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7201,3255,8 ささき歯科 〒752-0928 083-248-8148佐々木　章 佐々木　章 平13. 9. 1歯   小歯 診療所
     下関市長府才川２丁目２９番６号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7301,3257,4 木下歯科医院 〒750-0019 083-229-5670木下　義之 木下　義之 平14. 5. 1歯   診療所
     下関市丸山町３丁目３番３号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7401,3258,2 医療法人社団　なかし〒751-0851 083-253-5331医療法人社団　なかし中嶋　伸 平14. 6. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ま歯科医院 下関市熊野西町８番３５号 常　勤:    2ま歯科医院　理事長　 組織変更 現存
     (歯       2)中嶋　伸 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7501,3259,0 おうじ歯科矯正クリニ〒752-0906 083-248-1830金山　浩 金山　浩 平15. 3. 1歯   矯歯 小歯診療所
     ック 下関市東観音町２２番１１号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7601,3260,8 王喜歯科医院 〒750-1114 083-281-0091小西　秀和 小西　秀和 平15. 9. 1歯   小歯 矯歯診療所
     下関市王喜本町３丁目１７番１５常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7701,3261,6 亀山歯科医院 〒750-0074 083-261-0418亀山　恒明 亀山　恒明 平16. 4. 1歯   小歯 診療所
     下関市彦島本村町６丁目１５番７常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7801,3262,4 くぼ歯科医院 〒750-0092 083-266-2092久保　雅起 久保　雅起 平16. 4. 1歯   診療所
     下関市彦島迫町５丁目１番１号 常　勤:    2 移転 現存
     (歯       2) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7901,3263,2 とさき歯科医院 〒750-0008 083-222-5374濤﨑　英三郎 濤﨑　英三郎 平16. 7. 1歯   診療所
     下関市田中町８番１０号 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8001,3265,7 ノリヒロ矯正歯科なお〒751-0873 083-260-0888医療法人ティースハー西嶋　憲博 平17. 1. 1矯歯 小歯 診療所
     みこども歯科 下関市秋根西町２丁目４番１号ー常　勤:    2ト　理事長　西嶋　憲 組織変更 現存
     １０１号 (歯       2)博 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   8101,3266,5 加藤歯科医院 〒750-0016 083-231-1182加藤　彰 加藤　彰 平17. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     下関市細江町１丁目３番２号 常　勤:    2 交代 歯外 現存
     (歯       2) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8201,3268,1 さの歯科医院 〒751-0834 083-252-0008佐野　実緒 佐野　実緒 平17. 6. 1歯   小歯 診療所
     下関市山の田東町１番１８号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8301,3270,7 しが歯科医院 〒751-0808 083-256-7894志賀　昭仁 志賀　昭仁 平17. 9. 1歯   診療所
     下関市一の宮本町２丁目１２番３常　勤:    1 移転 現存
     ８号 (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8401,3271,5 橋本歯科 〒752-0974 083-245-3272橋本　誠一郎 橋本　誠一郎 平17. 9. 1歯   小歯 矯歯診療所
     下関市長府土居の内町４番１３号常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8501,3272,3 医療法人宝歯会　あや〒759-6614 083-262-4618医療法人宝歯会　かじ古賀　崇矩 平17.11. 1歯   矯歯 小歯診療所
     らぎスマイル歯科医院下関市梶栗町４丁目５番２１号 常　勤:    4わら歯科医院　理事長 新規 歯外 現存
     (歯       4)　梶原　浩喜 平29.11. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8601,3276,4 いしい歯科医院 〒751-0856 083-251-1122石井　寿人 石井　寿人 平19. 2. 1歯   小歯 診療所
     下関市稗田中町６番２０号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8701,3278,0 木原歯科医院 〒751-0872 083-256-6866木原　芳郎 木原　芳郎 平19. 8. 1歯   小歯 矯歯診療所
     下関市秋根南町１丁目６番９号 常　勤:    1 組織変更 現存
     (歯       1) 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8801,3279,8 古川歯科医院 〒751-0864 083-253-9872古川　道生 古川　道生 平19.10. 1歯   診療所
     下関市伊倉町１丁目２番２５号 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8901,3280,6 山本歯科医院 〒751-0872 083-256-1482山本　和宏 山本　和宏 平20. 1. 1歯   診療所
     下関市秋根南町１丁目１番２６号常　勤:    3 交代 現存
     (歯       3) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9001,3281,4 医療法人　山崎歯科ク〒750-0016 083-228-1182医療法人　山崎歯科ク山崎　章弘 平20. 1. 1歯   小歯 診療所
     リニック 下関市細江町１丁目２番３号 常　勤:    2リニック　理事長　山 組織変更 現存
     (歯       2)崎　章弘 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   9101,3282,2 花田歯科医院 〒750-0061 083-222-2560花田　英生 花田　英生 平20. 2. 1歯   診療所
     下関市上新地町２丁目１番２号 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平26. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9201,3283,0 生協下関歯科 〒751-0823 083-224-0118医療生活協同組合　健松ヶ下　雅弘 平20. 5. 1歯   小歯 診療所
     下関市貴船町２丁目３番２４号 常　勤:    2文会　理事長　野田　 新規 現存
     (歯       2)浩夫 平26. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9301,3284,8 田中宏明矯正歯科 〒751-0854 083-253-8338田中　宏明 田中　宏明 平20. 6. 1矯歯 歯   小歯診療所
     下関市稗田南町６番１２号　蔵本常　勤:    2 新規 歯外 現存
     ビル２階Ｅ号 (歯       2) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9401,3285,5 吉本歯科医院 〒751-0806 083-257-4001吉本　重博 吉本　重博 平20. 5. 1歯   診療所
     下関市一の宮町４丁目８番２６号常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9501,3286,3 もみの木歯科クリニッ〒750-0074 083-242-8211吉本　新一郎 吉本　新一郎 平20. 9. 1歯   小歯 診療所
     ク 下関市彦島本村町４丁目１番１０常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平26. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9601,3287,1 アイリス歯科　インプ〒751-0869 083-255-3030中吉　寛明 中吉　寛明 平20.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     ラント　クリニック 下関市伊倉新町４丁目４番３９号常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9701,3288,9 クズヤマ歯科 〒751-0826 083-228-1155葛山　司 葛山　司 平20.10. 1歯   歯外 診療所
     下関市後田町２丁目１番４２号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9801,3289,7 岩城歯科医院 〒751-0806 083-256-6556岩城　秀明 岩城　秀明 平20. 9. 1歯   矯歯 小歯診療所
     下関市一の宮町２丁目５番１７号常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9901,3292,1 つぐ歯科医院 〒759-6613 083-258-5366継　裕 継　裕 平21. 1. 1歯   小歯 診療所
     下関市富任町１丁目６番１４号 常　勤:    2 移転 現存
     (歯       2) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  10001,3294,7 しもむら歯科 〒750-0317 083-287-4618下村　勝憲 下村　勝憲 平21. 5. 7歯   小歯 診療所
     下関市菊川町大字下岡枝１３９の常　勤:    1 移転 現存
     ３ (歯       1) 平27. 5. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10101,3295,4 佐藤歯科・インプラン〒750-0047 083-222-8241佐藤　信之 佐藤　信之 平21. 6. 1歯   診療所
     トクリニック 下関市向山町３番２４号 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10201,3297,0 唐木歯科医院 〒751-0849 083-252-0803唐木　良一 唐木　良一 平21.12. 7歯   診療所
     下関市綾羅木本町４丁目２番２５常　勤:    1 交代 現存
     号 (歯       1) 平27.12. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10301,3299,6 門脇歯科形成外科医院〒750-0002 083-223-2131門脇　啓治 門脇　啓治 平21.12.12一般 診療所
     (01,1705,8) 下関市宮田町２丁目５番１号 常　勤:    3 交代     一般    13現存
     (医       1) 平27.12.12歯   歯外 形外
     (歯       2) 美外 皮   
     非常勤:    6
     (歯       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10401,3300,2 Ｄｅｎｔａｌ　Ｏｆｆ〒750-0025 083-231-2233加藤　寛健 加藤　寛健 平22. 5. 1歯   診療所
     ｉｃｅ　ＬＩＮＫ 下関市竹崎町４丁目１番２２号エ常　勤:    1 新規 現存
     ストラストビル２０１ (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10501,3301,0 財満歯科医院 〒752-0966 083-246-1121財満　健介 財満　健介 平22. 8. 9歯   小歯 診療所
     下関市長府亀の甲１丁目３番１号常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平28. 8. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10601,3302,8 みどりの丘歯科医院 〒752-0916 083-248-0180岡田　崇 岡田　崇 平23. 2. 1歯   診療所
     下関市王司上町１丁目８番１８号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 2. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10701,3303,6 ゆめシティオレンジ歯〒751-0869 083-250-6874医療法人永孝会　理事山本　廣邦 平23. 2. 1歯   歯外 矯歯診療所
     (01,1771,0) 科内科 下関市伊倉新町３－１－１ 常　勤:    2長　八丁　裕次 組織変更 小歯 内   現存
     (歯       2) 平29. 2. 1
     非常勤:    3
     (医       2)
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10801,3304,4 かねこ歯科インプラン〒759-6531 083-264-0418医療法人審美会　理事金子　茂 平23. 5. 1歯外 歯   小歯診療所
     トクリニック 下関市吉見本町２丁目１番１５号常　勤:    1長　金子　茂 組織変更 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
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  10901,3305,1 山口歯科医院 〒759-6302 083-774-0088山口　貴久 山口　貴久 平23. 5. 1歯   診療所
     下関市豊浦町大字小串石堂７の１常　勤:    1 交代 現存
     ４１ (歯       1) 平29. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11001,3306,9 長府オレンジ歯科 〒752-0978 083-246-6874医療法人　永孝会　理有田　敬子 平23. 9. 1歯   歯外 矯歯診療所
     下関市長府侍町２丁目４番６号 常　勤:    2事長　丁　裕次（八丁 新規 小歯 現存
     (歯       2)裕次） 平29. 9. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11101,3307,7 中山歯科医院 〒759-6301 083-772-0193中山　祥一郎 中山　祥一郎 平23. 9.13歯   小歯 診療所
     下関市豊浦町川棚７２７７－５ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平29. 9.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11201,3308,5 吉冨歯科医院 〒750-0014 083-232-1618吉冨　武志 吉冨　武志 平24. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     下関市岬之町５－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11301,3311,9 長田歯科医院 〒751-0823 083-232-5350長田　竜哉 長田　竜哉 平24. 7. 1歯   診療所
     下関市貴船町２丁目２－１０ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平30. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11401,3313,5 ヤシロ歯科クリニック〒759-6613 083-249-6309冶城　文啓 冶城　文啓 平25. 4. 8歯   小歯 歯外診療所
     下関市富任町１丁目７－７ 常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平25. 4. 8
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11501,3314,3 ファミリー矯正歯科　〒751-0853 083-251-0488升本　尚利 升本　尚利 平25. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     Ｋｉｒａｒａ 下関市川中豊町１丁目４－２２ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11601,3315,0 登根歯科医院 〒750-0075 083-266-8011芹澤　整嗣 芹澤　整嗣 平25.10. 1歯   診療所
     下関市彦島江の浦町１丁目７番２常　勤:    2 交代 現存
     号 (歯       2) 平25.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11701,3317,6 はらだ歯科・矯正歯科〒750-1153 083-283-0648医療法人はらだ歯科・原田　篤志 平26.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     下関市清末鞍馬２丁目２番４０号常　勤:    2矯正歯科　理事長　原 組織変更 歯外 現存
     (歯       2)田　篤志 平26.10. 1
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  11801,3319,2 中川歯科医院 〒750-0007 083-232-8241中川　操 中川　操 平27. 5.19歯   診療所
     下関市赤間町７－１０ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平27. 5.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11901,3320,0 たなか歯科クリニック〒751-0883 083-257-0070医療法人たなか歯科ク田中　邦昭 平27.10. 1歯   小歯 矯歯診療所
     下関市田倉７６５ 常　勤:    1リニック　理事長　田 組織変更 現存
     (歯       1)中　邦昭 平27.10. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12001,3321,8 さくら歯科クリニック〒752-0911 083-250-8262豊田　晋哉 豊田　晋哉 平28. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     下関市王司神田６丁目２－４ 常　勤:    2 新規 矯歯 現存
     (歯       2) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12101,3322,6 むらしま歯科菊川診療〒750-0317 083-249-5285村嶋　勇飛 村嶋　勇飛 平28. 5. 1歯   診療所
     所 下関市菊川町大字下岡枝４７４－常　勤:    1 新規 現存
     １－Ｂ (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12201,3324,2 いしだ歯科 〒751-0852 083-250-6319医療法人新生会　理事石田　雅嗣 平29. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     下関市熊野町１丁目７番３０号 常　勤:    1長　石田　雅嗣 組織変更 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12301,3325,9 なかむら歯科矯正歯科〒750-0424 083-766-0039医療法人大志会　理事中村　充志 平29.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     クリニック 下関市豊田町大字矢田２７１ 常　勤:    1長　中村　充志 組織変更 歯外 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12401,3326,7 夢の会訪問歯科クリニ〒751-0829 083-249-5454社会福祉法人夢の会　松浦　理城 平30. 4. 1歯   診療所
     ック 下関市幡生宮の下町８番１２号 常　勤:    1理事長　重枝　良明 新規 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12501,3327,5 大西歯科医院 〒750-0075 083-242-4184大西　豊和 大西　豊和 平30. 4. 1歯   診療所
     下関市彦島江の浦町３－５－５　常　勤:    1 移転 現存
     ２Ｆ (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12601,3328,3 よつば歯科クリニック〒751-0876 083-257-6480医療法人一颯会　理事後田　一帆 平30. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     下関市秋根北町１番３号 常　勤:    2長　後田　一帆 組織変更 矯歯 現存
     (歯       2) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12702,3006,3 高野歯科医院 〒755-0037 0836-34-1177高野　和憲 高野　和憲 昭49. 5. 1歯   診療所
     宇部市西梶返３丁目３番８号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
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  12802,3015,4 秋冨歯科医院 〒759-0206 0836-41-7655秋冨　尚司 秋冨　尚司 昭49.12.26歯   診療所
     宇部市大字東須恵２６３１の４ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平28.12.26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12902,3023,8 金丸歯科医院 〒755-0045 0836-31-2262金丸　恒彦 金丸　恒彦 昭50. 1. 1歯   診療所
     宇部市中央町１丁目１番６号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13002,3067,5 河野歯科医院 〒755-0032 0836-21-1207河野　勝彦 河野　勝彦 昭41.11.21歯   診療所
     宇部市寿町１丁目１番３号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.11.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13102,3070,9 西田歯科医院 〒755-0026 0836-21-1302西田　清二 西田　清二 昭43. 2.22歯   矯歯 小歯診療所
     宇部市松山町２丁目４番３５号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 2.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13202,3073,3 トキワ歯科 〒755-0155 0836-51-1141高井　博志 高井　博志 昭51. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     宇部市今村北５丁目９番３６号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.12.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13302,3074,1 折田歯科 〒755-0151 0836-54-0038折田　正昭 折田　正昭 平11. 3. 1歯   矯歯 小歯診療所
     宇部市大字西岐波４８４８の５ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13402,3077,4 みなと歯科医院 〒755-0023 0836-33-3677湊　隆生 湊　隆生 平 2. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     宇部市恩田町２丁目２７番８号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13502,3080,8 浅野歯科医院 〒755-0153 0836-51-9104淺野　光徳 浅野　光徳 平 6.12.18歯   診療所
     宇部市床波２丁目２番３号 常　勤:    4 新規 現存
     (歯       4) 平27.12.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13602,3082,4 三戸歯科医院 〒755-0241 0836-58-2047三戸　東海男 三戸　東海男 昭55. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     宇部市大字東岐波１１０１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13702,3083,2 おかの歯科医院 〒755-0047 0836-33-5585岡野　裕 岡野　裕 昭55. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     宇部市島２丁目４番１７－１０２常　勤:    2 新規 現存
     号 (歯       2) 平28. 4. 1
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  13802,3087,3 しんや歯科医院 〒755-0803 0836-21-3547新屋　志築 新屋　志築 昭55. 9. 1歯   小歯 診療所
     宇部市東藤曲２丁目５番２５号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13902,3089,9 久野歯科医院 〒755-0083 0836-34-3580久野　高嗣 久野　高嗣 昭56. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     宇部市南小羽山町２丁目２０番３常　勤:    1 新規 歯外 現存
     号 (歯       1) 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14002,3094,9 厚南歯科医院 〒759-0204 0836-41-1110椎木　稔 椎木　稔 昭57. 1. 1歯   診療所
     宇部市大字妻崎開作８３９の１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14102,3095,6 山下歯科医院 〒755-0241 0836-58-2500山下　公明 山下　公明 昭57. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     宇部市大字東岐波３７９７の４ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14202,3102,0 井本歯科医院 〒759-0212 0836-41-4182井本　廣麿 井本　廣麿 昭59. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     宇部市厚南中央五丁目７番２０号常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14302,3104,6 加藤歯科医院 〒755-0153 0836-51-9289加藤　洋明 加藤　洋明 昭59. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     宇部市床波１丁目７番１号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14402,3107,9 ホワイト歯科 〒755-0083 0836-32-9373木村　典文 木村　典文 昭60. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     宇部市南小羽山町１丁目１番４号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 6.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14502,3111,1 グリーン歯科医院 〒755-0005 0836-22-3636山城　敏弘 山城　敏弘 昭61. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     宇部市五十目山町１２番４１号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14602,3113,7 たなか歯科 〒759-0208 0836-44-3388田中　壮周 田中　壮周 昭62. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     宇部市西宇部南２丁目１２番３２常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14702,3117,8 山本歯科医院 〒755-0072 0836-22-6480山本　文宣 山本　文宣 昭63.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     宇部市中村３丁目１０番４０号 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平24.10. 1
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  14802,3118,6 安山歯科 〒759-0212 0836-44-6268李　泰吾（安山泰吾）李　泰吾（安山泰吾）平10.11.26歯   小歯 矯歯診療所
     宇部市厚南中央４－４－６１ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平28.11.26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14902,3119,4 しんたく歯科医院 〒755-0076 0836-35-1515真宅　正昭 真宅　正昭 平元. 6. 1歯   矯歯 小歯診療所
     宇部市大小路１丁目１３番３３号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15002,3120,2 前出歯科医院 〒755-0045 0836-34-4100前出　忠彦 前出　忠彦 平元. 8. 1歯   小歯 診療所
     宇部市中央町３丁目４番５号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15102,3123,6 医療生活協同組合健文〒755-0005 0836-34-2511医療生活協同組合健文尾中　浩文 平 2. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     会　協立歯科診療所 宇部市五十目山町１５番８号 常　勤:    3会　理事長　野田　浩 新規 現存
     (歯       3)夫 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15202,3125,1 いわもと歯科医院 〒755-0091 0836-35-5825岩本　俊哉 岩本　俊哉 平 3. 4. 1歯   小歯 診療所
     宇部市大字上宇部２５２５の１７常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15302,3127,7 沖本歯科クリニック 〒755-0003 0836-35-7575沖本　博文 沖本　博文 平 3. 8. 1歯   矯歯 小歯診療所
     宇部市則貞６丁目２番１１号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15402,3129,3 アップル歯科 〒759-0209 0836-41-8814藤井　幸信 藤井　幸信 平 4. 3. 1歯   診療所
     宇部市厚南北一丁目８番５－１０常　勤:    2 新規 現存
     １号 (歯       2) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15502,3131,9 末永歯科診療所 〒755-0028 0836-21-3819末永　秀雄 末永　秀雄 平 6. 3.26歯   診療所
     宇部市東本町１丁目２番１０号 常　勤:    1 新規 休止
     (歯       1) 平30. 3.26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15602,3135,0 山内歯科宇部 〒755-0096 0836-21-2415医療法人　久栄会　理山内　高史 平 7. 9. 1歯外 歯   小歯診療所
     宇部市開１丁目３番１号 常　勤:    1事長　山内　高史 組織変更 矯歯 現存
     (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15702,3137,6 かわむら歯科 〒755-0807 0836-22-3377河村　和典 河村　和典 平 9. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     宇部市東平原２丁目７番１８号 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  15802,3139,2 おぎの歯科 〒759-0204 0836-41-8307荻野　健一 荻野　健一 平 9.11. 1歯   診療所
     宇部市大字妻崎開作８２の３ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15902,3140,0 松田歯科医院 〒755-0026 0836-21-3631松田　智彦 松田　智彦 平10. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     宇部市松山町３丁目９番１３号 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16002,3141,8 髙田歯科医院 〒755-0031 0836-21-8148髙田　修二 髙田　修二 平10. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     宇部市常盤町２丁目７番１０号 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16102,3143,4 中務歯科医院 〒755-0043 0836-21-2759中務　洋一 中務　洋一 平10. 1. 1歯   診療所
     宇部市相生町６番２３号 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16202,3144,2 さかむら歯科医院 〒755-0025 0836-36-2636坂村　慎治 坂村　慎治 平10. 5. 1歯   小歯 診療所
     宇部市野中５丁目５番１号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16302,3146,7 かねこ歯科医院 〒755-0023 0836-22-0272金子　亜弓 金子　亜弓 平11. 4. 1歯   診療所
     宇部市恩田町３丁目８番１９号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16402,3147,5 よねざわ歯科 〒755-0076 0836-29-1418米澤　豊信 米澤　豊信 平11. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     宇部市大小路１丁目７番１５－２常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16502,3148,3 白藤歯科医院 〒755-0013 0836-21-5453白藤　芳之 白藤　芳之 平11. 9. 1歯   診療所
     宇部市明治町１丁目１２番５号 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16602,3149,1 ばん歯科クリニック 〒755-0077 0836-37-2355潘　成哲 潘　成哲 平11.10. 1歯   小歯 矯歯診療所
     宇部市山門４丁目１番１号 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16702,3152,5 みさき歯科 〒755-0006 0836-37-2750神吉　ゆかり 神吉　ゆかり 平12. 3. 1歯   診療所
     宇部市岬町１丁目９番２０－１号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16802,3154,1 ＡＱＵＡ石井歯科宇部〒755-0026 0836-37-1717石井　肖得 石井　肖得 平12. 6. 1歯   矯歯 小歯診療所
     歯周再生インプラント宇部市松山町４丁目８番２０号 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     クリニック (歯       1) 平30. 6. 1
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  16902,3155,8 きわ歯科クリニック 〒755-0241 0836-58-6607医療法人善信会　理事野村　素之 平12.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     宇部市大字東岐波５６２３の１ 常　勤:    1長　野村　素之 組織変更 現存
     (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17002,3156,6 すみかわ歯科医院 〒755-0241 0836-58-0643澄川　知輝 澄川　知輝 平13. 4. 1歯   診療所
     宇部市大字東岐波１０５２の１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17102,3158,2 花井歯科クリニック 〒755-0049 0836-33-4181花井　浩二 花井　浩二 平13.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     宇部市西小串１丁目４番１５号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17202,3159,0 たかい歯科・矯正歯科〒755-0151 0836-54-0234医療法人裕歯会　理事髙井　裕史 平14. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     クリニック 宇部市大字西岐波２７７５の７ 常　勤:    3長　髙井　裕史 組織変更 歯外 現存
     (歯       3) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17302,3160,8 おさき歯科医院 〒755-0151 0836-51-8383尾﨑　輝彦 尾﨑　輝彦 平14. 3. 1歯   診療所
     宇部市大字西岐波１３４６の１４常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17402,3165,7 ほかお歯科クリニック〒755-0151 0836-52-4618医療法人　恵裕会　理外尾　雅男 平15. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     宇部市大字西岐波３６２３の２ 常　勤:    5事長　外尾　雅男 組織変更 歯外 現存
     (歯       5) 平27. 4. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17502,3167,3 神原歯科医院 〒755-0022 0836-37-0808伊藤　憲央 伊藤　憲央 平15.12. 1歯   小歯 矯歯診療所
     宇部市神原町２丁目１番６２号 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17602,3168,1 ユー歯科医院 〒754-1311 0836-64-5020福田　豊 福田　豊 平16. 3. 1歯   矯歯 小歯診療所
     宇部市大字小野３９０２の１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17702,3169,9 医療法人社団優志会　〒755-0068 0836-32-0625医療法人社団優志会　宮脇　綾 平16. 5. 1矯歯 診療所
     みやわき矯正歯科クリ宇部市東小串１丁目１番１－２０常　勤:    1理事長　宮脇　雄一郎 組織変更 現存
     ニック １号 (歯       1) 平28. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17802,3171,5 ふたまたせ歯科 〒759-0136 0836-62-1212竹永　喜一 竹永　喜一 平16.11. 1歯   小歯 診療所
     宇部市大字木田５４２の１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.11. 1
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  17902,3172,3 スマイル歯科 〒755-0037 0836-32-8282齋藤　有恒 齋藤　有恒 平16.12. 1歯   矯歯 小歯診療所
     宇部市西梶返２丁目１番１号 常　勤:    2 新規 歯外 現存
     (歯       2) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18002,3173,1 山根歯科医院 〒755-0031 0836-21-5512医療法人社団山根歯科山根　晃一 平17. 2. 1歯   矯歯 小歯診療所
     宇部市常盤町２丁目５番２５号 常　勤:    3医院　理事長　山根　 移転 歯外 現存
     (歯       3)進 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18102,3176,4 黒石デンタルクリニッ〒759-0204 0836-44-9614東村　石万 東村　石万 平17. 9. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ク 宇部市大字妻崎開作４９９の１ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18202,3177,2 てんぱく歯科・小児歯〒755-0067 0836-33-3333天白　誌朗 天白　誌朗 平18. 2. 1歯   小歯 矯歯診療所
     科 宇部市大字小串７７の８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 2. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18302,3178,0 まつとみ歯科医院 〒755-0037 0836-35-7086河村　貞男 河村　貞男 平18. 1. 1歯   診療所
     宇部市西梶返１丁目２番１号 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18402,3179,8 徳久歯科クリニック 〒755-0026 0836-37-0666德久　雅弘 德久　雅弘 平19. 1. 1歯   歯外 小歯診療所
     宇部市松山町１丁目７番２０号 常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18502,3180,6 松尾歯科クリニック 〒755-0032 0836-36-6480松尾　明 松尾　明 平19. 4. 1歯   歯外 小歯診療所
     宇部市寿町３丁目７番１１号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18602,3181,4 岡田歯科医院 〒759-0206 0836-45-4618岡田　一秀 岡田　一秀 平19. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     宇部市大字東須恵２９３６の２　常　勤:    1 新規 歯外 現存
     ヴィラグレイス１０１号 (歯       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18702,3183,0 田村歯科 〒755-0028 0836-21-2312田村　賢二郎 田村　賢二郎 平19. 4. 1歯   小歯 診療所
     宇部市東本町２丁目１番１２号 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18802,3184,8 土屋歯科医院 〒755-0051 0836-34-8020土屋　亮 土屋　亮 平19. 5. 1歯   診療所
     宇部市上町２丁目３番３３号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 5. 1
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  18902,3187,1 藤田歯科医院 〒755-0085 0836-32-7000藤田　和久 藤田　和久 平21. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     宇部市沼２丁目１０番１６号 常　勤:    2 交代 歯外 現存
     (歯       2) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19002,3188,9 椙山歯科医院 〒755-0042 0836-21-9568椙山　雅彦 椙山　雅彦 平21. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     宇部市松島町９番５号 常　勤:    2 交代 歯外 現存
     (歯       2) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19102,3189,7 梶井歯科医院 〒755-0055 0836-32-1658梶井　智泰 梶井　智泰 平21. 9.19歯   小歯 歯外診療所
     宇部市居能町２丁目９番３２号 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平27. 9.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19202,3192,1 第一歯科診療所 〒755-0031 0836-31-6427野村　勇太 野村　勇太 平22.12. 5歯   矯歯 小歯診療所
     宇部市常盤町２丁目４番１５号 常　勤:    1 交代 歯外 現存
     (歯       1) 平28.12. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19302,3193,9 村田デンタルクリニッ〒759-0213 0836-39-8572村田　道明 村田　道明 平23.12. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ク 宇部市黒石北四丁目４番３５号 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19402,3195,4 きたむら歯科 〒755-0034 0836-39-8873北村　俊介 北村　俊介 平24.11. 1歯   矯歯 小歯診療所
     宇部市東琴芝１丁目１－４８ 常　勤:    2 新規 歯外 現存
     (歯       2) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19502,3196,2 愛歯科診療所 〒755-0241 0836-58-5880石田　浩紀 石田　浩紀 平24.11. 1歯   小歯 矯歯診療所
     宇部市東岐波５６８７－５ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19602,3198,8 歯科・矯正歯科　アー〒755-0151 0836-51-6480医療法人　翔健会　理折田　隆二 平25. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     ルクリニック 宇部市大字西岐波東原１２２７ 常　勤:    1事長　折田　隆二 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19702,3199,6 文京台デンタルクリニ〒755-0058 0836-21-2222医療法人泰誠会文京台梶井　泰樹 平25.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     ック 宇部市中山１１１２番地１１ 常　勤:    1デンタルクリニック　 組織変更 現存
     (歯       1)理事長　梶井　泰樹 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19802,3200,2 厚南ハピネス歯科 〒759-0209 0836-43-6800西山　文敏 西山　文敏 平26. 3.24歯   小歯 歯外診療所
     宇部市厚南北１丁目３－２３際波常　勤:    1 新規 現存
     グランフォート３号 (歯       1) 平26. 3.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19902,3201,0 医療法人こぐし歯科 〒755-0068 0836-22-8594医療法人こぐし歯科　大西　弘幸 平26. 9. 1歯   小歯 矯歯診療所
     宇部市東小串一丁目２番３５号 常　勤:    1理事長　大西　弘幸 組織変更 現存
     (歯       1) 平26. 9. 1
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  20002,3203,6 石川歯科医院 〒755-0011 0836-31-5060医療法人光翔会　理事石川　正俊 平26.10. 1歯   小歯 矯歯診療所
     宇部市昭和町４－１－１７ 常　勤:    4長　石川　正俊 組織変更 歯外 現存
     (歯       4) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20102,3204,4 歯科・沖田オフィス 〒755-0011 0836-39-8810沖田　順 沖田　順 平26.11. 1歯   歯外 小歯診療所
     宇部市昭和町一丁目４番５号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20202,3205,1 ときわ台歯科 〒755-0092 0836-35-0680中務　隆 中務　隆 平27. 1. 1歯   小歯 診療所
     宇部市上野中町１１－１１ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20302,3206,9 在田歯科医院 〒755-0033 0836-21-3003在田　康子 在田　康子 平27. 1. 1歯   診療所
     宇部市琴芝町２－３－７ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平27. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20402,3207,7 毛利歯科医院 〒755-0066 0836-32-2778毛利　邦生 毛利　邦生 平27. 1.15歯   矯歯 小歯診療所
     宇部市小松原町２丁目１－２３ 常　勤:    2 交代 歯外 現存
     (歯       2) 平27. 1.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20502,3208,5 医療法人悠望会　平木〒755-0033 0836-34-1118医療法人悠望会　理事平木　ますみ 平27. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     歯科医院 宇部市琴芝町１丁目２番１６号 常　勤:    1長　平木　紳一郎 組織変更 歯外 現存
     (歯       1) 平27. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20602,3209,3 あいおい歯科・インプ〒755-0029 0836-29-0300古野　義之 古野　義之 平27. 9.12歯   矯歯 歯外診療所
     ラント矯正クリニック宇部市新天町２丁目１－１ 常　勤:    3 移転 小歯 現存
     (歯       3) 平27. 9.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20702,3210,1 みすみ歯科医院 〒759-0209 0836-44-0203医療法人社団参斗会　三隅　純一 平28. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     宇部市厚南北五丁目２番３２号 常　勤:    3理事長　三隅　純一 組織変更 現存
     (歯       3) 平28. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20802,3211,9 あおき歯科クリニック〒759-0203 0836-45-2577青木　南平 青木　南平 平28. 8. 1歯   小歯 矯歯診療所
     宇部市大字中野開作４１５－３ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平28. 8. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
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  20902,3212,7 にし歯科医院 〒755-0151 0836-51-6430西　卓史 西　卓史 平29. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     宇部市大字西岐波４５６０番地の常　勤:    1 交代 歯外 現存
     ６ (歯       1) 平29. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21003,3012,9 山口中央矯正歯科 〒753-0074 083-922-5359川元　龍治 川元　龍治 昭40. 5. 8歯   矯歯 小歯診療所
     山口市中央３丁目３番１０号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.11.20
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21103,3037,6 山口県口腔保健センタ〒753-0814 083-928-8020公益社団法人　山口県小山　茂幸 昭48. 9. 1歯   診療所
     ー 山口市吉敷下東１丁目４番１号 常　勤:    1歯科医師会　会長　小 新規 現存
     (歯       1)山　茂幸 平24. 9. 1
     非常勤:   29
     (歯      29)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21203,3041,8 本田歯科 〒753-0065 083-925-6375本田　吉男 本田　吉男 昭53.10. 1歯   診療所
     山口市楠木町１番６０号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21303,3042,6 稲光歯科医院 〒753-0091 083-923-0919稲光　達士 稲光　達士 平 5. 6.15歯   小歯 診療所
     山口市天花１丁目３番２２号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 6.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21403,3043,4 藤重歯科医院 〒753-0211 083-927-9777藤重　雅数 藤重　雅数 平 9. 4.24歯   小歯 診療所
     山口市大内長野１７８９の５ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平30. 4.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21503,3044,2 大内宇都宮歯科医院 〒753-0221 083-927-3618宇都宮　鈴代 宇都宮　和寿 昭55. 6. 1歯   矯歯 小歯診療所
     山口市大内矢田北１丁目１８－２常　勤:    1 新規 現存
     ５ (歯       1) 平28. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21603,3049,1 くわはら歯科医院 〒753-0831 083-923-0011桑原　誠一 桑原　誠一 昭58. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     山口市平井１３９６の６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21703,3050,9 野中歯科医院 〒753-0021 083-923-7733野中　清貴 野中　清貴 昭59. 6. 1歯   矯歯 小歯診療所
     山口市桜畠２丁目８番７号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 6. 1
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  21803,3052,5 上田歯科医院 〒753-0871 083-923-3345上田　博 上田　博 平 8. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     山口市朝田９０２の７ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21903,3056,6 池田歯科医院 〒753-0214 083-923-0108池田　研二 池田　研二 昭61. 5. 1歯   診療所
     山口市大内御堀一丁目６番２３号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22003,3057,4 山口グリーン歯科 〒753-0814 083-925-4600池尻　達明 池尻　達明 昭61. 6. 1歯   小歯 診療所
     山口市吉敷下東１丁目７番２０号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22103,3061,6 佐伯歯科 〒753-0831 083-923-7770佐伯　謙吾 佐伯　謙吾 昭62. 4. 1歯   小歯 診療所
     山口市平井３７７の６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22203,3063,2 ふくなが歯科医院 〒753-0211 083-927-5777福永　恭紀 福永　恭紀 昭62. 5. 1歯   診療所
     山口市大内長野４７４の７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22303,3065,7 医療法人梅林軒　小田〒753-0053 083-923-6480医療法人梅林軒　理事小田　亮 昭62.12. 1歯   小歯 矯歯診療所
     歯科 山口市松美町６番３１号 常　勤:    2長　小田　亮 新規 歯外 現存
     (歯       2) 平29.12. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22403,3069,9 池田歯科医院 〒753-0034 083-922-1225池田　一郎 池田　一郎 平 2. 1. 1歯   小歯 診療所
     山口市下竪小路２４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22503,3071,5 やすもと歯科医院 〒754-0897 083-989-5888安元　重実 安元　重実 平 2. 6. 1歯   矯歯 小歯診療所
     山口市嘉川３５９８の２ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22603,3073,1 塩田歯科医院 〒753-0821 083-924-4188塩田　宣紀 塩田　宣紀 平 2.12. 1歯   小歯 矯歯診療所
     山口市葵１丁目１番３号 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22703,3074,9 児玉歯科 〒753-0011 083-932-7800児玉　昭彦 児玉　昭彦 平 3. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     山口市宮野下３１０６の１ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  22803,3075,6 オレンジ歯科医院 〒753-0212 083-927-6480医療法人恵生会　理事安武　晋作 平 3. 9. 1歯   矯歯 小歯診療所
     山口市下小鯖２５０７の１１ 常　勤:    3長　渡辺　徹 新規 現存
     (歯       3) 平24. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22903,3079,8 つのり歯科医院 〒753-0076 083-924-1480医療法人エステルつの津徳　春男 平 5. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     山口市泉都町１番１号 常　勤:    1り歯科医院　理事長　 新規 現存
     (歯       1)津徳　春男 平29. 1. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23003,3080,6 おぐら歯科医院 〒753-0222 083-927-8888小倉　圭史 小倉　圭史 平 5. 3. 1歯   小歯 診療所
     山口市大内矢田南１丁目１９番２常　勤:    1 新規 現存
     ０号 (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23103,3081,4 すみ歯科医院 〒753-0024 083-920-2468角　真人 角　真人 平 5. 3. 1歯   矯歯 小歯診療所
     山口市金古曽町１番３号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23203,3082,2 内海歯科道門診療所 〒753-0047 083-920-6045内海　潔 内海　潔 平 6. 6. 1歯   診療所
     山口市道場門前２丁目８番２１号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23303,3091,3 福田歯科医院 〒753-0056 083-922-2179医療法人光風会　理事松下　一徳 平10. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     山口市湯田温泉２丁目２番１２号常　勤:    2長　松下　一徳 新規 歯外 現存
     (歯       2) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23403,3092,1 市川歯科小児歯科 〒753-0813 083-921-6200市川　洋一郎 市川　洋一郎 平10. 5. 1歯   小歯 診療所
     山口市吉敷中東三丁目１３番１１常　勤:    2 交代 現存
     号 (歯       2) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23503,3094,7 アップル歯科医院 〒753-0831 083-921-1303医療法人尾﨑会　理事尾﨑　勝敏 平10.10. 1歯   小歯 矯歯診療所
     山口市平井１６７１の１ 常　勤:    1長　尾﨑　勝敏 組織変更 現存
     (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23603,3095,4 ふるや歯科 〒753-0214 083-927-3958古谷　眞澄 古谷　眞澄 平11. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     山口市大内御堀３８０２の１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23703,3096,2 医療法人鶴翔会　内田〒747-1221 083-985-0418医療法人鶴翔会　理事内田　昌德 平11. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     歯科医院 山口市鋳銭司５６７２の１ 常　勤:    2長　内田　昌德 組織変更 歯外 現存
     (歯       2) 平29. 4. 1
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  23803,3097,0 ほそだ歯科 〒753-0818 083-934-3711細田　聡 細田　聡 平11. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     山口市吉敷上東２丁目３番１０号常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23903,3098,8 うえだ歯科・小児歯科〒754-0894 083-988-0833上田　泰弘 上田　泰弘 平11. 9. 1歯   矯歯 小歯診療所
     医院 山口市佐山１２００の１０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24003,3099,6 いわなが歯科 〒753-0065 083-995-0418岩永　博行 岩永　博行 平12. 5. 1歯   小歯 診療所
     山口市楠木町８番８号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24103,3101,0 中央歯科医院 〒753-0079 083-922-2813伊藤　和人 伊藤　和人 平13. 1. 1歯   診療所
     山口市糸米１丁目１番１３号 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24203,3102,8 アルファ　デンタルク〒753-0066 083-924-6480医療法人　恵生会　理大浦　亨 平14. 8. 1歯   小歯 矯歯診療所
     リニック 山口市泉町１番４１号 常　勤:    6事長　渡辺　徹 新規 現存
     (歯       6) 平26. 8. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24303,3103,6 むくのき歯科医院 〒753-0044 083-934-0550椋　誠二 椋　誠二 平14.10. 1歯   小歯 矯歯診療所
     山口市鰐石町５番２０号 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平26.10. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24403,3104,4 わたなべ歯科診療所 〒753-0815 083-933-1182渡邊　正成 渡邊　正成 平16. 8. 1歯   矯歯 小歯診療所
     山口市維新公園五丁目３番５４号常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24503,3105,1 みやび歯科クリニック〒754-0896 083-988-1184医療法人　恵裕会　理月岡　喬 平17.10. 1歯   小歯 矯歯診療所
     山口市江崎２６９９の１ 常　勤:    2事長　外尾　雅男 新規 歯外 現存
     (歯       2) 平29.10. 1
     非常勤:    9
     (歯       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



 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［山口県］

［平成30年 6月 1日現在　歯科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 4日作成    26 頁

  24603,3106,9 いとう歯科クリニック〒754-0896 083-989-6480伊藤　昭文 伊藤　昭文 平18. 3. 1歯   小歯 矯歯診療所
     山口市江崎２２２４の５ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平30. 3. 1
     非常勤:    6
     (歯       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24703,3107,7 みつる歯科 〒753-0037 083-923-0155横本　満 横本　満 平18. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     山口市道祖町５番１０号 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24803,3108,5 うえむらデンタルクリ〒754-1277 0836-66-1111上村　勝也 上村　勝也 平18. 6. 1歯   小歯 診療所
     ニック 山口市阿知須４８５３の８ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24903,3110,1 アイベックスデンタル〒754-0021 083-973-0648青木　克己 青木　克己 平18.12. 1歯   小歯 矯歯診療所
     クリニック 山口市小郡黄金町１４番８号 常　勤:    1 移転 歯外 現存
     (歯       1) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25003,3113,5 長崎歯科医院 〒753-0043 083-923-0808医療法人仁誠会　理事長﨑　孝司 平20. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     山口市宮島町８番１２号 常　勤:    1長　長﨑　孝司 組織変更 歯外 現存
     (歯       1) 平26. 4. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25103,3114,3 佐波歯科医院 〒754-1101 083-984-2554松江　正芳 松江　正芳 平20. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     山口市秋穂東６２６８ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平26. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25203,3115,0 いのうえデンタルクリ〒753-0831 083-902-3314井上　徹 井上　徹 平20. 7. 1歯   小歯 診療所
     ニック 山口市平井６２９の５ユニゾン山常　勤:    1 新規 現存
     大通り１Ｆ (歯       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25303,3116,8 みつおか歯科クリニッ〒753-0031 083-921-6870滿岡　宏治 滿岡　宏治 平20.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 山口市古熊３丁目７１２の１ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25403,3117,6 山口口腔研クリニック〒753-0087 083-922-3210松浦　哲郎 松浦　哲郎 平21. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     山口市米屋町１番４号 常　勤:    2 交代 歯外 現存
     (歯       2) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  25503,3118,4 石原まごころ歯科 〒753-0221 083-927-8018石原　亮尚 石原　亮尚 平21. 3. 1歯   小歯 診療所
     山口市大内矢田北２丁目１－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25603,3119,2 たなべ歯科 〒753-0851 083-933-0648医療法人かりゆし会　田 　竜太 平21. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     山口市黒川２３０５の３ 常　勤:    1理事長　田 　竜太 組織変更 現存
     (歯       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25703,3121,8 藤井歯科医院 〒754-0002 083-973-2767藤井　 一郎 藤井　清一郎 平21. 8. 1歯   診療所
     山口市小郡下郷１１８４ 常　勤:    1 組織変更 現存
     (歯       1) 平27. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25803,3122,6 加藤歯科医院 〒754-0002 083-972-2104加藤　気白 加藤　気白 平22. 3. 1歯   小歯 矯歯診療所
     山口市小郡下郷１１２４の３ 常　勤:    2 交代 歯外 現存
     (歯       2) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25903,3123,4 あずま歯科医院 〒753-0081 083-920-8018東　克彦 東　克彦 平22. 4. 1歯   診療所
     山口市香山町６番１８号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26003,3124,2 ハーモニー歯科こども〒753-0045 083-921-8558金藤　寿 金藤　寿 平22. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     歯科 山口市黄金町１２番３号 常　勤:    2 新規 矯歯 現存
     (歯       2) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26103,3125,9 たなか歯科 〒753-0851 083-941-6480田中　久雄 田中　久雄 平22. 7. 1歯   小歯 診療所
     山口市黒川１０７５の１ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26203,3126,7 宇都宮歯科医院 〒753-0076 083-922-1180宇都宮　光里 宇都宮　光里 平22.10.15小歯 歯   診療所
     山口市泉都町９番１６号 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平28.10.15
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26303,3127,5 ファミリー歯科クリニ〒753-0831 083-941-5264金田　憲尚 金田　憲尚 平23. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ック 山口市平井６６５の３ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26403,3128,3 津本歯科 〒753-0078 083-920-8217津本　泰 津本　泰 平23.11. 1歯   矯歯 小歯診療所
     山口市緑町３－２７ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  26503,3129,1 ｍｉｗａ歯科 〒753-0821 083-922-2020三輪　栄次郎 三輪　栄次郎 平24. 4. 1歯   歯外 小歯診療所
     山口市葵２丁目２－３０　１階 常　勤:    2 新規 矯歯 現存
     (歯       2) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26603,3132,5 椙山歯科医院 〒753-0048 083-922-0650椙山　和樹 椙山　和樹 平24.10.15歯   診療所
     山口市駅通り２丁目２番２４号 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平24.10.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26703,3135,8 のうみ歯科クリニック〒754-0012 083-976-8183能美　誠 能美　誠 平25.10. 2歯   矯歯 小歯診療所
     山口市小郡船倉町１－１８ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平25.10. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26803,3137,4 医療法人　ふなつ歯科〒747-1221 083-986-3700医療法人ふなつ歯科　船津　和典 平26. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     山口市鋳銭司５９５８－３ 常　勤:    1理事長　船津　和典 組織変更 現存
     (歯       1) 平26. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26903,3138,2 寺岡歯科診療所 〒754-0002 083-973-1057寺岡　靖之 寺岡　靖之 平26. 8. 1歯   矯歯 小歯診療所
     山口市小郡下郷９３５番地 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27003,3139,0 くろいわ歯科クリニッ〒753-0252 083-902-8217医療法人くろいわ歯科黒岩　淳 平26.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     ク 山口市大内中央二丁目１４番１７常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     号 (歯       1)黒岩　淳 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27103,3140,8 こだま歯科医院 〒753-0861 083-921-0106医療法人こだま歯科医児玉　高明 平27. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     山口市矢原１４２５番地１ 常　勤:    3院　理事長　児玉　高 組織変更 現存
     (歯       3)明 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27203,3141,6 ゆかたちよみ歯科 〒753-0045 083-902-8865油形　千代美 油形　千代美 平27. 2. 1歯   小歯 歯外診療所
     山口市黄金町４－１６ 常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平27. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27303,3142,4 このはな歯科医院 〒753-0211 083-902-6450吹田　猛 吹田　猛 平27. 3. 1歯   小歯 矯歯診療所
     山口市大内長野６７５－１ 常　勤:    2 新規 歯外 現存
     (歯       2) 平27. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27403,3144,0 藤井歯科医院 〒753-0088 083-925-6640藤井　寛昭 藤井　寛昭 平27. 6.16歯   小   矯歯診療所
     山口市中河原町２－３０ 常　勤:    2 移転 歯外 現存
     (歯       2) 平27. 6.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  27503,3145,7 みねおか歯科クリニッ〒753-0851 083-933-1818峰岡　哲郎 峰岡　哲郎 平27.12. 1歯   矯歯 歯外診療所
     ク 山口市黒川５７２－４ 常　勤:    2 新規 小歯 現存
     (歯       2) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27603,3146,5 しま歯科クリニック 〒753-0826 083-901-4618嶋　宏一朗 嶋　宏一朗 平28. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     山口市幸町３番５０号シャン・ド常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     ・フレーズ１０３ (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27703,3147,3 ＭＫデンタルオフィス〒753-0047 083-995-0118医療法人社団ＹーＷｉ前川　光太郎 平29. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     山口市道場門前一丁目１番１８号常　勤:    1ｎｄ　理事長　前川　 組織変更 矯歯 現存
     (歯       1)光太郎 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27803,3148,1 ローズデンタルクリニ〒754-0026 083-976-4182医療法人悠鈴会　理事足立　和貴 平29. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ック 山口市小郡栄町２番１号 常　勤:    5長　足立　和貴 移転 現存
     (歯       5) 平29. 1. 1
     非常勤:    5
     (歯       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27903,3150,7 はりま歯科クリニック〒753-0825 083-941-5522医療法人はりま歯科ク播磨　貴裕 平29. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     山口市矢原町７番８号 常　勤:    1リニック　理事長　播 組織変更 現存
     (歯       1)磨　貴裕 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28003,3151,5 まつだ歯科 〒754-0894 083-976-4180松田　和也 松田　和也 平30. 2. 1歯   小歯 矯歯診療所
     山口市佐山１２５７－１ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28103,3152,3 医療法人やまもと歯科〒753-0811 083-976-8143医療法人やまもと歯科山本　昭宏 平30. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     クリニック 山口市吉敷中東３丁目１－１ 常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 歯外 現存
     (歯       1)山本　昭宏 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28203,3153,1 ひで歯科クリニック 〒753-0074 083-902-2225医療法人瑛幸会　理事松本　英紀 平30. 5. 1歯   歯外 矯歯診療所
     山口市中央４丁目１番１号 常　勤:    2長　松本　英紀 組織変更 小歯 現存
     (歯       2) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28304,3033,3 医療法人社団みずほ会〒758-0025 0838-25-0380医療法人社団みずほ会小川　謙治 昭56. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     　土原歯科医院 萩市大字土原４８８の３ 常　勤:    1　理事長　清水　徹 新規 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28404,3037,4 井上歯科医院 〒758-0047 0838-25-1687井上　信義 井上　信義 昭61. 3.10歯   診療所
     萩市大字東田町２７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 3.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  28504,3038,2 村上歯科医院 〒758-0044 0838-25-2828村上　康子 村上　康子 昭62. 3. 1歯   矯歯 小歯診療所
     萩市大字唐樋町８６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28604,3041,6 まつお歯科医院 〒758-0011 0838-26-1222松尾　宗平 松尾　宗平 昭64. 1. 1歯   診療所
     萩市大字椿東３１３７の２０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28704,3044,0 南崎歯科医院 〒758-0061 0838-22-3718南崎　信樹 南崎　信樹 平 3. 4. 1歯   診療所
     萩市大字椿２９７６の４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28804,3045,7 医療法人社団　おか歯〒758-0025 0838-22-8241医療法人社団おか歯科岡　達郎 平 3.10. 1歯   診療所
     科 萩市大字土原２８８の１８ 常　勤:    3　理事長　岡　達郎 新規 現存
     (歯       3) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28904,3046,5 登城歯科医院 〒758-0011 0838-26-2525登城　宏司 登城　宏司 平 4. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     萩市大字椿東２９３４の１０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29004,3047,3 医療法人健歯会　ない〒758-0074 0838-25-4145医療法人健歯会ないと内藤　隆昭 平 4. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     とう歯科医院 萩市大字平安古町２１２の２ 常　勤:    1う歯科医院　理事長　 新規 現存
     (歯       1)内藤　隆昭 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29104,3048,1 沢村歯科医院 〒758-0041 0838-22-1223澤村　直明 澤村　直明 平 5. 4. 1歯   診療所
     萩市大字江向４０６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29204,3049,9 まつうら歯科医院 〒758-0056 0838-26-1182医療法人まつうら歯科松浦　尚志 平 6. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     萩市大字古魚店町２７の１ 常　勤:    2医院　理事長　松浦　 新規 現存
     (歯       2)尚志 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29304,3050,7 医療法人若葉会　あく〒758-0025 0838-26-1180医療法人若葉会　理事芥　信公 平 6. 1. 1歯   小歯 診療所
     た歯科医院 萩市大字土原１７３の３ 常　勤:    1長　芥　信公 新規 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29404,3051,5 石川歯科医院 〒758-0027 0838-22-1246石川　彰 石川　彰 平 9. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     萩市大字吉田町１６ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  29504,3052,3 いまだ歯科医院 〒758-0021 0838-26-2771今田　奨 今田　奨 平15.10. 1歯   小歯 診療所
     萩市今古萩町５８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29604,3053,1 村田歯科医院 〒758-0022 0838-22-1729村田　淳一 村田　淳一 平17. 1.21歯   診療所
     萩市大字浜崎町２４ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平29. 1.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29704,3054,9 松隈歯科医院 〒758-0025 0838-24-2088松隈　敬 松隈　敬 平17. 3. 1歯   診療所
     萩市大字土原３４５の９ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29804,3055,6 すえます歯科医院 〒758-0011 0838-26-4525末益　和幸 末益　和幸 平19. 1. 1歯   診療所
     萩市大字椿東１０６８の３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29904,3056,4 もんでん歯科医院 〒758-0021 0838-22-0016門田　晴江 門田　晴江 平19. 2. 1歯   診療所
     萩市大字今古萩町１５ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30004,3057,2 あおぞら歯科医院 〒758-0042 0838-26-4182野間　保宏 野間　保宏 平19. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     萩市大字御許町１２３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30104,3059,8 大谷歯科医院 〒758-0043 0838-22-0527大谷　敬二 大谷　敬二 平22. 6. 1歯   診療所
     萩市大字下五間町３６ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30204,3062,2 高山歯科クリニック 〒758-0011 0838-21-7250高山　辰燮 高山　辰燮 平25.12. 1歯   歯外 小歯診療所
     萩市椿東３１２４番地１ 常　勤:    2 新規 矯歯 現存
     (歯       2) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30304,3064,8 ありた歯科 〒758-0061 0838-22-4321有田　一郎 有田　一郎 平26.10. 1歯   小歯 診療所
     萩市大字椿２７４５番地３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30404,3065,5 高雄歯科クリニック 〒758-0042 0838-22-1548高雄　一寿 高雄　一寿 平27. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     萩市御許町４２－１　アトラス萩常　勤:    2 交代 現存
     店１Ｆ (歯       2) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30505,3013,2 水津歯科医院 〒745-0034 0834-31-7672水津　皎 水津　航 昭50. 1. 1歯   診療所
     周南市御幸通２丁目１１ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29. 1. 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［山口県］

［平成30年 6月 1日現在　歯科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 4日作成    32 頁

  30605,3030,6 小野歯科診療所 〒745-0033 0834-21-0794小野　哲男 小野　哲男 昭40. 7.23歯   診療所
     周南市みなみ銀座２丁目１７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27.12.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30705,3044,7 小川歯科医院 〒745-0823 0834-28-6062小川　 明 小川　 明 昭53. 7. 1歯   矯歯 診療所
     周南市周陽２丁目２番１６号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30805,3051,2 平野歯科医院 〒745-0831 0834-28-5555平野　健一郎 平野　健一郎 昭55.11. 1歯   矯歯 診療所
     周南市楠木１丁目８番１１号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.11. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30905,3056,1 のぶひさ歯科医院 〒745-0056 0834-31-8241吉永　能久 吉永　能久 昭57. 7. 1歯   矯歯 診療所
     周南市新宿通６丁目２番２号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31005,3057,9 栄歯科クリニック 〒745-0073 0834-32-0522原田　哲彦 原田　哲彦 昭57. 9. 1歯   矯歯 診療所
     周南市代々木通１丁目１４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 9.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31105,3060,3 さえき歯科クリニック〒745-0122 0834-88-1560佐伯　暢昭 佐伯　暢昭 昭59. 4. 1歯   小歯 診療所
     周南市大字須々万本郷３３２の１常　勤:    1 新規 現存
     ０ (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31205,3064,5 飯田歯科医院 〒745-0017 0834-31-8244飯田　新一 飯田　新一 昭60. 4. 1歯   診療所
     周南市新町１丁目４３の１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31305,3066,0 蔵清歯科診療所 〒745-0823 0834-28-2510蔵清　正一 蔵清　正一 昭61. 6. 1歯   小歯 診療所
     周南市周陽２丁目１２番１８号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31405,3071,0 井上歯科医院 〒745-0015 0834-21-1441井上　庸三 井上　庸三 昭63. 1. 1歯   診療所
     周南市平和通２丁目４４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31505,3075,1 宮﨑歯科医院 〒745-0851 0834-31-7230宮﨑　康平 宮﨑　康平 平 2. 5.26歯   診療所
     周南市大字徳山５８５９の８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 5.26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  31605,3078,5 さいとう歯科医院 〒746-0082 0834-63-7773齋藤　信 齋藤　信 平 3. 5. 1歯   小歯 診療所
     周南市大字下上２０３２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31705,3082,7 かねおか歯科クリニッ〒745-0044 0834-22-0300金岡　雅浩 金岡　雅浩 平 3. 9. 1歯   矯歯 小歯診療所
     ク 周南市千代田町１番１８号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31805,3083,5 兼石歯科医院 〒745-0062 0834-22-0050兼石　隆司 兼石　隆司 平 4. 3. 1歯   診療所
     周南市月丘町４丁目２０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31905,3085,0 周南市須金歯科診療所〒745-0401 0834-86-2721大津島保健組合　組合福間　道明 平 4. 4. 1歯   診療所
     周南市大字須万２４８８ 常　勤:    1長　安達　寿富 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32005,3087,6 クラタ歯科 〒745-0073 0834-22-1785医療法人クラタ歯科　藏田　聡 平 5. 9. 1歯   診療所
     周南市代々木通１丁目８ 常　勤:    1理事長　藏田　聡 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32105,3089,2 周南市休日歯科診療所〒745-0074 0834-32-1717一般社団法人　徳山歯藏田　聡 平 6. 4. 1歯   診療所
     周南市今宿町３丁目５５ 常　勤:    1科医師会　会長　藏田 新規 現存
     (歯       1)　聡 平30. 4. 1
     非常勤:   54
     (歯      54)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32205,3091,8 有田歯科医院 〒745-0017 0834-31-7371医療法人有田歯科　理有田　和彦 平11. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     周南市新町１丁目２７ 常　勤:    2事長　有田　和彦 移転 現存
     (歯       2) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32305,3092,6 佐々木歯科医院 〒745-1131 0834-83-4114佐々木　浩 佐々木　浩 平 6.10. 1歯   診療所
     周南市大字戸田２８４８の２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32405,3093,4 医療法人社団　福間歯〒745-0007 0834-31-9900医療法人社団福間歯科福間　道明 平 7. 1. 1歯   診療所
     科医院 周南市岐南町８番３号 常　勤:    1医院　理事長　福間　 新規 現存
     (歯       1)道明 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32505,3094,2 ほんだ歯科 〒745-0076 0834-21-0830本田　哲 本田　哲 平 7. 4. 1歯   小歯 診療所
     周南市梅園町３丁目１０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  32605,3095,9 松原歯科医院 〒745-0032 0834-31-8201松原　正治 松原　正治 平 7. 5. 1歯   診療所
     周南市銀座１丁目８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32705,3099,1 石田歯科診療所 〒745-0003 0834-21-2516石田　智之 石田　智之 平11. 1. 1歯   診療所
     周南市三番町３丁目２２ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32805,3101,5 河村歯科医院 〒745-0823 0834-39-1212河村　誠 河村　誠 平11. 5. 1歯   小歯 診療所
     周南市周陽２丁目１番３－１０７常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32905,3103,1 八塚歯科医院 〒745-0035 0834-21-1639八塚　信博 八塚　信博 平12. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     周南市有楽町３０の２ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33005,3104,9 丸山矯正歯科 〒745-0015 0834-22-2222医療法人湧和会　理事丸山　文章 平13. 7. 1矯歯 診療所
     周南市平和通２丁目２１ 常　勤:    1長　丸山　文章 移転 現存
     (歯       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33105,3105,6 久米歯科医院 〒745-0801 0834-25-2234曽我部　博之 曽我部　博之 平13. 5. 1歯   診療所
     周南市大字久米３２０１の１ 常　勤:    1 組織変更 現存
     (歯       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33205,3106,4 一の井手歯科医院 〒745-0851 0834-22-0147味本　武彦 味本　武彦 平14.12. 1歯   診療所
     周南市大字徳山５５１０の８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33306,3005,6 河辺歯科医院 〒747-0036 0835-22-0146河辺　薫 河辺　薫 昭37. 4.13歯   診療所
     防府市戎町１丁目７番５号 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28. 4.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33406,3007,2 小林歯科医院 〒747-0834 0835-23-6480小林　雄吾 小林　雄吾 昭44. 8. 1歯   診療所
     防府市大字田島３７１の６ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33506,3028,8 内田歯科医院 〒747-0001 0835-38-0683内田　光則 内田　光則 昭46. 3.17歯   診療所
     防府市岩畠三丁目２２番１号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33606,3038,7 黒川歯科医院 〒747-0811 0835-22-1627黒川　秀昭 黒川　秀昭 昭52. 2. 1歯   診療所
     防府市車塚町１１番１０号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 2. 1
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  33706,3040,3 防府歯科医院 〒747-0037 0835-23-8200河辺　智之 河辺　智之 昭54. 4. 1歯   診療所
     防府市八王子１丁目１１番２０号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33806,3041,1 田村歯科医院 〒747-0026 0835-22-4618田村　鐵也 田村　鐵也 昭55. 5. 1歯   診療所
     防府市緑町１丁目４番２５号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33906,3044,5 ホワイト歯科医院 〒747-0809 0835-38-0345柴原　伸也 柴原　伸也 昭55.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     防府市寿町４番２５号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34006,3046,0 城島歯科医院 〒747-0834 0835-24-4242城島　浩 城島　浩 昭56. 7. 1歯   診療所
     防府市大字田島３３１の２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34106,3047,8 歯科マツダ 〒747-0064 0835-22-4182松田　光生 松田　光生 昭57. 4. 1歯   診療所
     防府市大字高井５４４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34206,3049,4 深井歯科医院 〒747-0835 0835-29-3330深井　修一 深井　修一 昭57. 7. 1歯   診療所
     防府市大字西浦２０６６の３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34306,3050,2 緒方歯科大道診療所 〒747-1232 0835-32-2300緒方　一昌 緒方　一昌 昭57. 8. 1歯   矯歯 小歯診療所
     防府市大字台道３５３１の４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34406,3053,6 牟礼歯科医院 〒747-0011 0835-24-4833上野　純男 上野　純男 平 5. 5. 1歯   診療所
     防府市岸津１丁目７番２５号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34506,3056,9 戸山歯科クリニック 〒747-0845 0835-21-8577戸山　文世 戸山　文世 昭62. 1. 1歯   診療所
     防府市大字仁井令６９２の７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34606,3057,7 こうの歯科クリニック〒747-0064 0835-21-0101河野　信彦 河野　信彦 昭62. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     防府市大字高井５２５の２ 常　勤:    2 新規 矯歯 現存
     (歯       2) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  34706,3059,3 かわの歯科医院 〒747-0106 0835-36-1854河野　政浩 河野　政浩 昭62.12. 1歯   小歯 診療所
     防府市大字奈美２８６の５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34806,3060,1 しまだ歯科医院 〒747-0844 0835-25-0118島田　昌明 島田　昌明 平元. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     防府市華園町１番２８号 常　勤:    4 新規 現存
     (歯       4) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34906,3061,9 きしもと歯科医院 〒747-0065 0835-25-3370岸本　宏史 岸本　宏史 平元. 7. 1歯   小歯 診療所
     防府市大字大崎３２７の１ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35006,3062,7 小泉歯科医院 〒747-0818 0835-22-0587小泉　好正 小泉　好正 平元. 8. 6歯   矯歯 小歯診療所
     防府市三田尻本町２番１７号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 8. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35106,3063,5 まりふ歯科こども歯科〒747-0825 0835-22-9192医療法人恵生会　理事正富　弘泰 平 3. 1. 1歯   矯歯 診療所
     防府市新田１丁目８番３号 常　勤:    3長　渡辺　徹 新規 現存
     (歯       3) 平30. 1. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35206,3065,0 おおむら歯科医院 〒747-0002 0835-25-6488大村　健一 大村　健一 平 3.11. 1歯   矯歯 小歯診療所
     防府市酢貝６番３号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35306,3067,6 周陽歯科医院 〒747-0825 0835-23-3197杉山　浩一郎 杉山　浩一郎 平 8. 2. 1歯   小歯 矯歯診療所
     防府市大字新田５９０の３ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平29. 2. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35406,3068,4 ちょう歯科医院 〒747-0042 0835-38-6487長　篤雪 長　篤雪 平 5. 4. 1歯   診療所
     防府市今市町１６番３１号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35506,3069,2 きむら歯科医院 〒747-0028 0835-22-1184木村　英一郎 木村　英一郎 平 5. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     防府市東松崎町４番２６－２号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  35606,3070,0 やまね歯科医院 〒747-0811 0835-25-9522山根　一誠 山根　一誠 平 6. 5. 1歯   診療所
     防府市車塚町１１番１号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35706,3072,6 クリスタル歯科 〒747-0834 0835-21-4180金成　雅彦 金成　雅彦 平 7. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     防府市大字田島６６３の１０ 常　勤:    3 新規 現存
     (歯       3) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35806,3077,5 やまざき歯科医院 〒747-0836 0835-24-3337山崎　誠司 山崎　誠司 平11. 2. 1歯   小歯 診療所
     防府市大字植松３０３の１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35906,3078,3 まこと歯科 〒747-1232 0835-33-0033南本　純 南本　純 平11. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     防府市大字台道１３１８の１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36006,3079,1 水野歯科医院 〒747-0011 0835-27-0066水野　聖 水野　聖 平11. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     防府市岸津１丁目５番５４号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36106,3080,9 勝間歯科医院 〒747-0821 0835-38-8820國澤　和城 國澤　和城 平11. 8. 1歯   小歯 診療所
     防府市警固町２丁目２番３５号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36206,3081,7 椙山歯科医院 〒747-0037 0835-23-3320椙山　省吾 椙山　省吾 平11.11. 1歯   診療所
     防府市八王子１丁目１７番９号 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36306,3082,5 ひまわり歯科医院 〒747-0062 0835-27-1180世良　玲士 世良　玲士 平11.12. 1歯   小歯 診療所
     防府市大字上右田７１１の１３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36406,3084,1 しんでん歯科医院 〒747-0825 0835-38-2078髙嶋　昭義 髙嶋　昭義 平12. 7. 1歯   診療所
     防府市大字新田９１５の２ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平30. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36506,3087,4 つばさ歯科 〒747-0806 0835-25-2062山　顕子 山　顕子 平15.10. 1歯   診療所
     防府市石が口２丁目２番２３号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  36606,3088,2 深野歯科医院 〒747-0035 0835-22-0757医療法人　深野歯科医深野　剛史 平15. 9. 1歯   小歯 矯歯診療所
     防府市栄町１丁目６番１１号 常　勤:    2院　理事長　深野　剛 組織変更 現存
     (歯       2)史 平27. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36706,3089,0 医療法人壮歯会　ほほ〒747-0821 0835-25-3232医療法人壮歯会　ほほ大草　幸夫 平16. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     えみ歯科 防府市警固町１丁目１０番３１号常　勤:    1えみ歯科　理事長　大 移転 歯外 現存
     (歯       1)草　幸夫 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36806,3092,4 高野歯科医院 〒747-0042 0835-22-2756高野　裕史 高野　裕史 平17. 4. 6歯   診療所
     防府市今市町３番２３号 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平29. 4. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36906,3094,0 Ｍｙ　Ｄｅｎｔａｌ　〒747-0811 0835-28-0320米澤　理人 米澤　理人 平19.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     Ｃｌｉｎｉｃ 防府市車塚町３番２０号 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37006,3095,7 松本歯科医院 〒747-0842 0835-22-2070松本　英樹 松本　英樹 平20. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     防府市清水町２３番３０号 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37106,3096,5 右田歯科医院 〒747-0825 0835-24-0123右田　克行 右田　克行 平20. 5. 1歯   歯外 診療所
     防府市大字新田７７５の７ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平26. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37206,3098,1 なごみ歯科クリニック〒747-0836 0835-28-0753医療法人社団　なごみ竹田津　和稔 平21. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     防府市大字植松５５９の１ 常　勤:    2歯科クリニック　理事 組織変更 現存
     (歯       2)長　竹田津　和稔 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37306,3099,9 りえ歯科医院 〒747-0811 0835-28-7041金成　吏江 金成　吏江 平21.10. 1歯   小歯 矯歯診療所
     防府市車塚町９番３４号 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37406,3100,5 緒方歯科医院 〒747-0036 0835-23-2801緒方　順子 緒方　順子 平22.11.28歯   診療所
     防府市戎町１丁目１０番２８号 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平28.11.28
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  37506,3101,3 あい歯科クリニック 〒747-0045 0835-21-1192深野　源太 深野　源太 平23. 4. 1歯   歯外 矯歯診療所
     防府市高倉２丁目５番３５号 常　勤:    1 新規 小歯 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37606,3103,9 山野歯科医院 〒747-0012 0835-38-0619山野　英理 山野　英理 平24. 5. 1歯   診療所
     防府市牟礼今宿２－２３－１６ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37706,3104,7 アイリスデンタルクリ〒747-0835 0835-29-4188 田　隆志 田　隆志 平25.12. 1歯   歯外 小歯診療所
     ニック 防府市西浦２９１２－１ 常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37806,3105,4 あおぞら歯科クリニッ〒747-0043 0835-25-1211伊藤　綾子 伊藤　綾子 平26. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 防府市平和町１４－１９ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平26. 4. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37906,3106,2 防府まさむねデンタル〒747-0823 0835-24-5202医療法人ユナイテッド楠　和也 平27. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     クリニック 防府市鐘紡町７番１号 常　勤:    1　理事長　上原　亮 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平27. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38006,3108,8 しらいし歯科クリニッ〒747-0026 0835-38-1848白石　由美 白石　由美 平27. 8.31歯   矯歯 小歯診療所
     ク 防府市緑町一丁目１１番１７号 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平27. 8.31
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38106,3109,6 かずき歯科クリニック〒747-0026 0835-38-5060山根　一樹 山根　一樹 平27.11. 9歯   小歯 歯外診療所
     防府市緑町１丁目８番３号 常　勤:    3 移転 現存
     (歯       3) 平27.11. 9
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  38206,3110,4 鰐石歯科医院 〒747-0032 0835-22-0717鰐石　祥樹 鰐石　祥樹 平28. 4. 1歯   歯外 診療所
     防府市宮市町９番２６号 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38306,3111,2 こども歯科じゅんこク〒747-0845 0835-26-6480德冨　順子 德冨　順子 平28. 6. 1小歯 矯歯 診療所
     リニック 防府市大字仁井令１０４７－８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38406,3112,0 ハート歯科クリニック〒747-0834 0835-28-8637医療法人ハート歯科ク田中　一成 平29. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     防府市大字田島字新上地東二ノ丁常　勤:    1リニック　理事長　田 組織変更 現存
     １４８５番地６ (歯       1)中　一成 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38506,3113,8 八王子歯科 〒747-0037 0835-28-1011阿部　省二 阿部　省二 平29. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     防府市八王子１丁目３１番２４号常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38606,3114,6 山内歯科クリニック 〒747-1232 0835-28-1350山内　幸治 山内　幸治 平29. 8. 1歯   診療所
     防府市大字台道４２２番地１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38706,3115,3 ドレミ歯科医院 〒747-0044 0835-28-1238医療法人恵生会　理事大浦　恵 平29.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     防府市佐波一丁目２番２号 常　勤:    4長　渡辺　徹 新規 現存
     (歯       4) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38806,3116,1 医療法人へや歯科クリ〒747-0805 0835-25-8241医療法人へや歯科クリ部谷　真一 平30. 1. 1歯   小歯 診療所
     ニック 防府市鞠生町１－８ 常　勤:    2ニック　理事長　部谷 組織変更 現存
     (歯       2)　真一 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38907,3019,5 諏訪歯科医院 〒744-0014 0833-41-0603諏訪　一雄 諏訪　一雄 昭39. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     下松市中市一丁目１０番３２号 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28. 5.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39007,3023,7 原田歯科医院 〒744-0027 0833-43-1010原田　正剛 原田　正剛 昭50. 9. 1歯   矯歯 小歯診療所
     下松市南花岡６丁目９番１２号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 3.29
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39107,3026,0 福永歯科クリニック 〒744-0007 0833-41-0968福永　學 福永　學 昭53. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     下松市駅南二丁目５番１号 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
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  39207,3030,2 石崎歯科医院 〒744-0015 0833-43-9558石崎　俊郎 石崎　俊郎 昭56. 5. 1歯   診療所
     下松市大手町１丁目２番８－１０常　勤:    1 新規 現存
     １号 (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39307,3032,8 和田歯科医院 〒744-0022 0833-44-1110和田　猛 和田　猛 昭56.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     下松市大字末武下３８２の２３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39407,3033,6 宇都宮歯科医院 〒744-0032 0833-43-3125宇都宮　裕士 宇都宮　裕士 昭57. 5. 1歯   診療所
     下松市生野屋西１丁目３番１１号常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39507,3036,9 青柳歯科医院 〒744-0013 0833-44-1881青柳　和就 青柳　和就 昭58.11. 1歯   小歯 矯歯診療所
     下松市栄町２丁目５番６号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39607,3038,5 古川町武居歯科医院 〒744-0005 0833-44-2323武居　良裕 武居　良裕 昭62. 6. 1歯   小歯 矯歯診療所
     下松市古川町４丁目１番５号 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39707,3041,9 下村歯科 〒744-0028 0833-43-0403下村　明生 下村　明生 平 2. 5. 1歯   小歯 診療所
     下松市藤光町１丁目１０番３１号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39807,3042,7 原野歯科医院 〒744-0011 0833-41-6212原野　有正 原野　有正 平 3. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     下松市大字西豊井６４５の２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39907,3043,5 かねしげ歯科クリニッ〒744-0043 0833-46-3131兼重　順一 兼重　順一 平 3. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ク 下松市東陽４丁目２１番６号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40007,3046,8 みわ歯科クリニック 〒744-0018 0833-41-7856三輪　淳 三輪　淳 平 6. 4. 1歯   小歯 診療所
     下松市西柳２丁目２番３５号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40107,3047,6 医療法人花田歯科医院〒744-0013 0833-41-5050医療法人花田歯科医院花田　康一 平 8. 8. 1歯   小歯 歯外診療所
     下松市栄町１丁目８番２１号 常　勤:    1　理事長　花田　康一 組織変更 現存
     (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40207,3049,2 医療法人小田歯科医院〒744-0005 0833-41-0976医療法人小田歯科医院小田　利信 平13. 1. 1歯   小歯 診療所
     下松市古川町１丁目４番１６号 常　勤:    2　理事長　小田　利信 組織変更 現存
     (歯       2) 平25. 1. 1
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  40307,3050,0 医療法人　晟雅会　と〒744-0011 0833-45-0700医療法人　晟雅会　理時枝　雅之 平14.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     きえだ歯科クリニック下松市大字西豊井１３６８の１６常　勤:    3事長　時枝　雅之 組織変更 現存
     (歯       3) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40407,3051,8 田中歯科医院 〒744-0072 0833-44-1900田中　悟 田中　悟 平17.12. 1歯   小歯 矯歯診療所
     下松市望町２丁目１２番２４号 常　勤:    1 移転 歯外 現存
     (歯       1) 平29.12. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40507,3052,6 白倉歯科医院 〒744-0022 0833-41-0319松尾　勝弘 松尾　勝弘 平19. 7. 1歯   診療所
     下松市大字末武下５５７ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平25. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40607,3053,4 ふじもと歯科クリニッ〒744-0002 0833-48-7068藤本　晋治 藤本　晋治 平20.11. 1歯   小歯 診療所
     ク 下松市東豊井１９５６の２０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40707,3055,9 しみず歯科医院 〒744-0073 0833-43-8241医療法人　しみず歯科清水　久義 平23.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     下松市美里町三丁目９番６号 常　勤:    1医院　理事長　清水　 組織変更 現存
     (歯       1)久義 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40807,3057,5 きらら下松歯科医院 〒744-0018 0833-45-0118垰村　憲司 垰村　憲司 平25. 3. 1歯   矯歯 小歯診療所
     下松市西柳１丁目１５５４－３ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40907,3058,3 医療法人社団優志会　〒744-0075 0833-44-1180医療法人社団優志会　中山　敦之 平25. 9. 1歯   矯歯 小歯診療所
     下松みずほ歯科クリニ下松市瑞穂町一丁目１番１２号 常　勤:    1理事長　宮脇　雄一郎 新規 歯外 現存
     ック (歯       1) 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41007,3059,1 おがわ歯科クリニック〒744-0022 0833-48-9345小川　晋司 小川　晋司 平25. 9. 1歯   矯歯 小歯診療所
     下松市大字末武下　４６３－１６常　勤:    2 新規 歯外 現存
     (歯       2) 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41107,3060,9 ぬのまき歯科クリニッ〒744-0075 0833-48-8841医療法人日栄会　理事布巻　純治 平26. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     ク 下松市瑞穂町四丁目２番１５号 常　勤:    2長　布巻　純治 組織変更 歯外 現存
     (歯       2) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  41208,3001,1 重本歯科医院 〒741-0062 0827-41-0516重本　秀明 重本　秀明 昭49. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     岩国市岩国２丁目２番２４号 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41308,3012,8 恩田歯科診療所 〒740-0018 0827-22-7760恩田　宏司 恩田　宏司 昭50. 1. 1歯   診療所
     岩国市麻里布町１丁目４番４号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41408,3022,7 安東歯科医院 〒740-0018 0827-21-3731安東　栄一 安東　栄一 昭48. 8. 1歯   診療所
     岩国市麻里布町６丁目４番９号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41508,3023,5 岩崎歯科医院 〒740-0018 0827-21-0271岩崎　嘉三郎 岩崎　嘉三郎 昭36. 7.16歯   診療所
     岩国市麻里布町１丁目５番２８号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41608,3035,9 吉村歯科医院 〒740-0017 0827-21-6777吉村　文矩 吉村　文矩 昭42. 8. 1歯   診療所
     岩国市今津町１丁目１０番２２号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41708,3036,7 安田歯科 〒740-0026 0827-21-1407安田　順一 安田　順一 平元. 4.10歯   小歯 診療所
     岩国市車町２丁目７番２６号 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28. 4.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41808,3044,1 ながはま歯科クリニッ〒740-0032 0827-31-0151長濱　僚昭 長濱　僚昭 昭55. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     ク 岩国市尾津町２丁目１８番３号 常　勤:    2 新規 歯外 現存
     (歯       2) 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41908,3050,8 岡崎歯科医院 〒740-0017 0827-21-0322岡崎　英治 岡崎　英治 昭57. 2. 1歯   矯歯 小歯診療所
     岩国市今津町１丁目１６番３号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.12.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42008,3053,2 安田歯科医院 〒741-0061 0827-43-1818安田　年光 安田　年光 昭57. 7. 1歯   診療所
     岩国市錦見６丁目１３番１１号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42108,3058,1 松井歯科医院 〒740-0018 0827-24-0008松井　信雄 松井　信雄 昭59. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     岩国市麻里布町３丁目２０番１号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
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  42208,3059,9 早野歯科医院 〒740-0018 0827-24-2355早野　元晴 早野　元晴 昭60. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     岩国市麻里布町３丁目４番１０号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42308,3064,9 三吉歯科 〒740-0017 0827-23-1809三吉　浩樹 三吉　浩樹 昭63. 4. 1歯   小歯 診療所
     岩国市今津町１丁目６番１７号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42408,3065,6 玉田歯科医院 〒740-0034 0827-32-1180玉田　圭子 玉田　圭子 平元. 4. 1歯   診療所
     岩国市南岩国町１丁目２２番２８常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42508,3066,4 ひろなか歯科医院 〒740-0034 0827-31-4181弘中　良人 弘中　良人 平元. 6. 1歯   診療所
     岩国市南岩国町３丁目３１番２５常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42608,3068,0 相川歯科診療所 〒741-0072 0827-32-1108医療法人社団愛歯会　相川　卓史 平 2. 9. 1歯   小歯 診療所
     岩国市平田６丁目２４番１２号 常　勤:    1理事長　相川　卓史 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42708,3069,8 松浦歯科 〒740-0004 0827-23-1818松浦　誠治 松浦　誠治 平 3. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     岩国市昭和町２丁目５番１４号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42808,3070,6 藤生歯科センター 〒740-0041 0827-31-6318医療法人社団三美会　脇田　雅人 平 4. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     岩国市黒磯町１丁目１番２２号 常　勤:    1理事長　脇田　雅人 新規 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42908,3071,4 塩田歯科医院 〒741-0092 0827-41-0648医療法人社団塩田歯科塩田　満哉 平 4. 9. 1歯   診療所
     岩国市多田９６９の１ 常　勤:    1医院　理事長　塩田　 新規 現存
     (歯       1)満哉 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43008,3073,0 長谷歯科医院 〒740-0012 0827-21-1346長谷　和實 長谷　和實 平 6. 1. 1歯   診療所
     岩国市元町２丁目９番１１号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43108,3074,8 小児歯科愛宕 〒740-0031 0827-31-3167河本　孝史 河本　孝史 平 6.10. 1歯   小歯 矯歯診療所
     岩国市門前町３丁目１２番３５号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43208,3076,3 こまい歯科 〒740-0018 0827-21-2722駒井　卓也 駒井　卓也 平 7. 2. 1歯   小歯 診療所
     岩国市麻里布町３丁目５番１８号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 2. 1
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  43308,3077,1 久代歯科医院 〒740-0017 0827-23-0500久代　洋輔 久代　洋輔 平 8. 1. 1歯   診療所
     岩国市今津町２丁目１３番１号 常　勤:    1 交代 休止
     (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43408,3078,9 もうこ歯科医院 〒740-0027 0827-21-4618望戸　彰拡 望戸　彰拡 平 8. 3. 1歯   小歯 診療所
     岩国市中津町２丁目１３番８号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43508,3080,5 今津歯科 〒740-0017 0827-29-2050名島　俊樹 名島　俊樹 平 9. 9. 1歯   診療所
     岩国市今津町３丁目１２番１０号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43608,3081,3 岡田歯科医院 〒740-0043 0827-39-0023岡田　和博 岡田　和博 平10. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     岩国市保津町２丁目１５番１－１常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     号 (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43708,3083,9 医療法人　松原クリニ〒741-0072 0827-34-1188医療法人松原クリニッ松原　美智子 平10.10. 1歯   小歯 診療所
     ック歯科 岩国市平田５丁目４２番１７号 常　勤:    1ク　理事長　松原　堅 組織変更 現存
     (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43808,3084,7 くしろ歯科医院 〒741-0062 0827-41-0946久代　秀郎 久代　秀郎 平11. 3. 9歯   小歯 歯外診療所
     岩国市岩国３丁目１５番１号 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平29. 3. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43908,3085,4 ふじおか歯科 〒740-0022 0827-29-0418藤岡　忠良 藤岡　忠良 平11. 6. 1歯   矯歯 小歯診療所
     岩国市山手町１丁目２４番１２号常　勤:    2 新規 歯外 現存
     (歯       2) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44008,3086,2 いずみ歯科医院 〒740-0026 0827-29-4618松前　泉 松前　泉 平12. 6. 1歯   診療所
     岩国市車町１丁目９番３９号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44108,3087,0 かぎとみ歯科 〒740-0016 0827-30-1418鍵富　三郎 鍵富　三郎 平13. 5. 1歯   小歯 診療所
     岩国市三笠町１丁目３番１３号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44208,3088,8 みちよ歯科医院 〒740-0011 0827-21-3355新村　満代 新村　満代 平14. 2. 1歯   小歯 矯歯診療所
     岩国市立石町２丁目２番３６号 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平26. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  44308,3089,6 もりわき歯科クリニッ〒740-0022 0827-29-2677森脇　卓二 森脇　卓二 平15. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 岩国市山手町１丁目１６番１１号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44408,3091,2 むねまさ歯科クリニッ〒741-0061 0827-43-6480宗正　禎 宗正　禎 平16. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 岩国市錦見４丁目１７番２号 常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44508,3092,0 ホワイト歯科クリニッ〒740-0017 0827-29-0034吉田　淳 吉田　淳 平17. 3. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 岩国市今津町４丁目１２番１９号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44608,3094,6 桝尾歯科医院 〒740-1428 0827-63-0128桝尾　初美 桝尾　初美 平19. 3. 1歯   診療所
     岩国市由宇町中央２丁目７番２６常　勤:    1 交代 現存
     号 (歯       1) 平25. 3. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44708,3096,1 ヨネダ歯科クリニック〒740-0016 0827-23-0118米田　範光 米田　範光 平19.10. 1歯   診療所
     岩国市三笠町２丁目１番２１号 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44808,3097,9 松井歯科クリニック 〒742-0417 0827-83-0170松井　宏司 松井　宏司 平19.12. 1歯   診療所
     岩国市周東町下久原８１６の３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44908,3098,7 吉田歯科矯正歯科医院〒741-0062 0827-41-0789吉田　恵 吉田　恵 平20. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     岩国市岩国２丁目１７番２７号 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45008,3099,5 村山歯科クリニック 〒741-0072 0827-28-0648村山　哲秀 村山　哲秀 平20. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     岩国市平田１丁目３７番１１号 常　勤:    2 新規 矯歯 現存
     (歯       2) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45108,3101,9 林歯科医院 〒742-0325 0827-82-5885林　昭宏 林　昭宏 平23. 1. 1歯   診療所
     岩国市玖珂町５０６３ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  45208,3102,7 ささお歯科クリニック〒740-0027 0827-21-0118佐々生　康宏 佐々生　康宏 平23. 5.10歯   小歯 歯外診療所
     岩国市中津町１丁目２３番１８号常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平29. 5.10
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45308,3103,5 医療法人社団　松田歯〒740-1225 0827-95-0118医療法人社団　松田歯松田　好正 平24. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     科医院 岩国市美和町渋前１３３７番地３常　勤:    2科医院　理事長　松田 組織変更 歯外 現存
     (歯       2)　好正 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45408,3104,3 門前町デンタルクリニ〒740-0031 0827-32-2355髙木　洋一 髙木　洋一 平24.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     ック 岩国市門前町３丁目２２－１６ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45508,3105,0 さきもと歯科クリニッ〒740-0022 0827-35-4705﨑本　卓 﨑本　卓 平25. 4. 1歯   歯外 小歯診療所
     ク 岩国市山手町１丁目２－１６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45608,3106,8 医療法人おひさま　香〒740-0034 0827-31-7391医療法人おひさま　理香坂　陽介 平25. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     坂歯科医院 岩国市南岩国町３－２４－１９ 常　勤:    3事長　香坂　陽介 組織変更 現存
     (歯       3) 平25. 7. 1
     非常勤:    9
     (歯       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45708,3107,6 ひろち歯科クリニック〒740-0026 0827-24-4355 地　一成 地　一成 平25. 9. 1歯   小歯 診療所
     岩国市車町　２－１６－４８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45808,3108,4 あかざき歯科医院 〒740-0036 0827-31-7119赤崎　友彦 赤崎　友彦 平25.12. 1歯   小歯 診療所
     岩国市藤生町１丁目２７番２０号常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45908,3109,2 岩国矯正歯科クリニッ〒740-0018 0827-29-0330医療法人岩国矯正歯科沖村　昭信 平27. 4. 1矯歯 診療所
     ク 岩国市麻里布町２丁目２番１８号常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     ベルデビル４階 (歯       1)沖村　昭信 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46008,3110,0 ひろかね歯科クリニッ〒740-0012 0827-22-0648弘兼　典明 弘兼　典明 平27. 7.17歯   小歯 歯外診療所
     ク 岩国市元町３丁目１０－１６ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平27. 7.17
     非常勤:    1
     (歯       1)
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  46108,3111,8 つぼい歯科クリニック〒740-0034 0827-32-7506坪井　文 坪井　文 平28. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     岩国市南岩国町２丁目７８－３６常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46208,3112,6 安東第二歯科医院 〒740-0018 0827-22-1241医療法人社団安東第二安東　省二 平28. 9. 1歯   小歯 矯歯診療所
     岩国市麻里布町７丁目２番３号 常　勤:    1歯科医院　理事長　安 組織変更 現存
     (歯       1)東　省二 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46308,3113,4 医療法人啓愛会みどり〒742-0417 0827-83-0418医療法人啓愛会　理事岩本　潔 平29. 1. 1歯   診療所
     歯科クリニック 岩国市周東町下久原１１４７番地常　勤:    1長　岩本　潔 移転 現存
     ６ (歯       1) 平29. 1. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46408,3114,2 医療法人山元歯科医院〒740-0022 0827-21-1180医療法人山元歯科医院山元　祥輝 平29. 5. 1歯   小歯 診療所
     岩国市山手町１－９－１８ 常　勤:    2　理事長　山元　祥輝 組織変更 現存
     (歯       2) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46508,3115,9 Ｙａｓｕｄａ　ｄｅｎ〒741-0061 0827-44-2100医療法人社団慈愛会　保田　知德 平29. 8. 1歯   小歯 歯外診療所
     ｔａｌ　ｃｌｉｎｉｃ岩国市錦見四丁目８番９号 常　勤:    2理事長　保田　浩平 新規 現存
     　ｗｅｓｔ (歯       2) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46609,3020,9 松永歯科医院 〒756-0833 0836-83-3511松永　佑一 松永　佑一 昭56.10. 5歯   診療所
     山陽小野田市北竜王町１番２４号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.10. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46709,3025,8 有帆歯科クリニック 〒756-0038 0836-83-1300竹本　美子 竹本　美子 昭62. 4. 1歯   小歯 診療所
     山陽小野田市大字有帆９２０の１常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46809,3028,2 山田歯科医院 〒756-0806 0836-83-2410山田　文隆 山田　文隆 平 3. 1. 1歯   診療所
     山陽小野田市中川２丁目２番１号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46909,3030,8 みはら歯科 〒756-0833 0836-83-0333三原　豊弘 三原　豊弘 平 3. 4. 1歯   小歯 診療所
     山陽小野田市北竜王町８番１０号常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47009,3034,0 医療法人社団　嶋本歯〒756-0835 0836-83-2098医療法人社団嶋本歯科嶋本　達家 平 6. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     科医院 山陽小野田市セメント町５番１０常　勤:    1医院　理事長　嶋本　 新規 現存
     号 (歯       1)達家 平30. 4. 1
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  47109,3037,3 医療法人社団　岡野歯〒756-0091 0836-83-7866医療法人社団岡野歯科岡野　洋三 平 6.10. 1歯   小歯 診療所
     科医院 山陽小野田市日の出３丁目５番３常　勤:    2医院　理事長　岡野　 新規 現存
     ７号 (歯       2)洋三 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47209,3039,9 いとう歯科医院 〒756-0802 0836-84-3450伊藤　基生 伊藤　基生 平 8. 9. 1歯   小歯 診療所
     山陽小野田市栄町７番３１号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47309,3040,7 竜王歯科 〒756-0817 0836-88-2929中務　達也 中務　達也 平 9. 5. 1歯   診療所
     山陽小野田市大字小野田３５６７常　勤:    1 新規 現存
     の４ (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47409,3042,3 宮路歯科 〒756-0080 0836-84-6874宮路　博文 宮路　博文 平 9.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     山陽小野田市くし山２丁目１番１常　勤:    1 新規 現存
     ３号 (歯       1) 平24.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47509,3044,9 多原歯科医院 〒756-0833 0836-81-1172多原　一武 多原　一武 平11. 5. 1歯   小歯 診療所
     山陽小野田市北竜王町１６番２３常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47609,3046,4 にっさん歯科医院 〒756-0806 0836-84-9060多原　康成 多原　康成 平13. 9. 1歯   小歯 診療所
     山陽小野田市中川１丁目５番１２常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47709,3048,0 医療法人　七枝会　お〒756-0092 0836-84-2377医療法人　七枝会　理奥原　隆 平14. 9. 1歯   小歯 矯歯診療所
     くはら歯科医院 山陽小野田市新生１丁目５番１１常　勤:    1事長　奥原　隆 組織変更 現存
     号 (歯       1) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47809,3050,6 田中デンタルクリニッ〒756-0091 0836-84-3600田中　裕基 田中　裕基 平17. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     ク 山陽小野田市日の出３丁目１５番常　勤:    1 交代 歯外 現存
     １６号 (歯       1) 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47910,3001,7 森本歯科医院 〒743-0011 0833-71-1698森本　博士 森本　博士 昭49. 7. 1歯   診療所
     光市光井３丁目１１番１１号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48010,3007,4 儀本歯科医院 〒743-0021 0833-72-4200儀本　健二郎 儀本　健二郎 昭49.10. 1歯   診療所
     光市浅江３丁目２５番９号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.10. 1
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  48110,3020,7 佃歯科医院 〒743-0011 0833-72-5337佃　幹夫 佃　幹夫 昭58. 6. 1歯   診療所
     光市光井９丁目１０番１０号 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平27.12.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48210,3024,9 中川歯科医院 〒743-0045 0833-72-8049中川　裕之 中川　裕之 昭62. 1. 1歯   診療所
     光市宮ノ下町１１番６号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48310,3025,6 あさみ歯科室積診療所〒743-0007 0833-79-0765浅海　庄一郎 浅海　庄一郎 昭63. 4. 1歯   診療所
     光市室積１丁目９番５号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 3.30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48410,3027,2 みなみ歯科医院 〒743-0013 0833-72-8888南　典文 南　典文 平 2.11. 1歯   診療所
     光市中央３丁目１番５号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48510,3028,0 すずき歯科医院 〒743-0011 0833-71-4144鈴木　秀紀 鈴木　秀紀 平 5.10. 1歯   小歯 診療所
     光市光井４丁目３４番８号 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48610,3029,8 医療法人虹歯会　平田〒743-0031 0833-72-8148医療法人虹歯会　理事平田　万三志 平 6. 9. 1歯   診療所
     歯科医院 光市虹ケ丘１丁目１９番１号 常　勤:    2長　平田　万三志 新規 現存
     (歯       2) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48710,3032,2 大上歯科医院 〒743-0063 0833-71-4606大上　賢司 大上　賢司 平10. 5. 1歯   診療所
     光市島田４丁目１１番１５号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48810,3034,8 くもい歯科医院 〒743-0063 0833-72-8001雲井　信博 雲井　信博 平14.11. 1歯   診療所
     光市島田１丁目１１番２５号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48910,3037,1 守田歯科医院 〒743-0009 0833-78-0457枇榔　義昭 枇榔　義昭 平17. 1. 1歯   小歯 診療所
     光市室積松原１５番７号 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49010,3038,9 たむら歯科 〒743-0071 0833-79-0120田村　裕司 田村　裕司 平17. 2. 1歯   診療所
     光市室積新開２丁目３番１号 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49110,3039,7 友愛歯科医院 〒743-0007 0833-79-0517山城　儀之 山城　儀之 平17. 9. 1歯   小歯 診療所
     光市室積４丁目１番１号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
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  49210,3040,5 藤本歯科診療所 〒743-0013 0833-71-1342藤本　茂樹 藤本　茂樹 平20. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     光市中央５丁目１１番７号 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49310,3041,3 あさえ歯科クリニック〒743-0021 0833-48-8241西村　智尚 西村　智尚 平21.12. 1歯   小歯 診療所
     光市浅江４丁目１番１９号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49410,3043,9 松田歯科クリニック 〒743-0009 0833-79-2533松田　勝憲 松田　勝憲 平23. 1. 1歯   診療所
     光市室積松原４番３号 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49510,3044,7 よしはら歯科クリニッ〒743-0065 0833-76-0820吉原　正人 吉原　正人 平23.10. 1歯   小歯 診療所
     ク 光市上島田３丁目１０－１５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49610,3045,4 諏訪歯科医院 〒743-0021 0833-72-5755諏訪　健一 諏訪　健一 平25. 4. 1歯   歯外 診療所
     光市浅江３－２０－１ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49710,3046,2 しまた歯科医院 〒743-0063 0833-72-5545千原　誉弘 千原　誉弘 平29. 9. 1歯   診療所
     光市島田１－２－１７ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49811,3014,8 西嶋歯科医院 〒759-4101 0837-22-4542西嶋　俊弘 西嶋　俊弘 平 7. 5.27歯   診療所
     長門市東深川９０１の１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 5.27
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49911,3015,5 近藤歯科医院 〒759-4101 0837-22-1035近藤　潔 近藤　潔 昭59. 6. 1歯   診療所
     長門市東深川２０９８の１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50011,3017,1 田中歯科医院 〒759-4101 0837-22-6480田中　克典 田中　克典 平元. 8. 1歯   診療所
     長門市東深川９０６の１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50111,3018,9 つつみ歯科医院 〒759-4101 0837-32-2822堤　真治 堤　真治 平 8. 6. 1歯   小歯 矯歯診療所
     長門市東深川１３８２の１ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50211,3019,7 なかむら歯科 〒759-4101 0837-22-2188中村　和義 中村　和義 平 9. 5. 1歯   診療所
     長門市東深川１３７０の１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
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  50311,3020,5 杉山歯科医院 〒759-4101 0837-22-0803杉山　博資 杉山　博資 平12. 9. 1歯   矯歯 小歯診療所
     長門市東深川１１７６の２ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50411,3021,3 丹下歯科仙崎診療所 〒759-4106 0837-26-0051丹下　俊治 丹下　俊治 平15. 1.26歯   診療所
     長門市仙崎１１０８ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平27. 1.26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50511,3022,1 医療法人　上野歯科医〒759-4102 0837-22-6527医療法人　上野歯科医上野　泰之 平16.12. 1歯   矯歯 小歯診療所
     院 長門市西深川４０８２の１ 常　勤:    1院　理事長　上野　泰 組織変更 歯外 現存
     (歯       1)之 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50611,3023,9 やまさき歯科医院 〒759-4101 0837-23-3333山﨑　眞弘 山﨑　眞弘 平20.10. 1歯   小歯 診療所
     長門市東深川１９３０の８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50711,3024,7 西村歯科医院 〒759-4106 0837-26-2200西村　和美 西村　和美 平20. 9.20歯   診療所
     長門市仙崎１０８７の６６ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       1) 平26. 9.20
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50811,3025,4 藤井歯科医院 〒759-4503 0837-32-0037藤井　義之 藤井　義之 平22. 8. 1歯   診療所
     長門市油谷新別名９９３の１１ 常　勤:    2 移転 現存
     (歯       2) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50911,3027,0 吉村歯科医院 〒759-3803 0837-43-0022吉村　哲朗 吉村　哲朗 平27. 5. 1歯   診療所
     長門市三隅下１４８４ 常　勤:    3 移転 現存
     (歯       3) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51012,3016,1 山本歯科診療所 〒742-0035 0820-22-0767山本　陸紀 山本　陸紀 昭43. 9. 1歯   診療所
     柳井市中央１丁目１０番２０号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51112,3018,7 清時歯科医院 〒742-0009 0820-22-0643清時　眞 清時　眞 昭54. 3. 1歯   診療所
     柳井市新市４番２３号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51212,3026,0 玉生歯科医院 〒742-0031 0820-22-6311玉生　武夫 玉生　武夫 昭63. 9. 1歯   診療所
     柳井市南町７丁目５番２号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51312,3029,4 坪井歯科医院 〒742-1352 0820-23-5522坪井　長仁 坪井　長仁 平 2. 6. 1歯   診療所
     柳井市伊保庄５０４３番地４７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 6. 1
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  51412,3030,2 かじやま歯科医院 〒742-0021 0820-22-8882梶山　敏治 梶山　敏治 平 4. 6. 1歯   小歯 診療所
     柳井市柳井４７０８番地５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51512,3032,8 ざいま歯科医院 〒742-0032 0820-23-1182財間　靖了 財間　靖了 平 4. 8. 1歯   矯歯 小歯診療所
     柳井市古開作５９４番地７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51612,3033,6 医療法人　奥田歯科医〒742-0035 0820-23-3773医療法人奥田歯科医院奥田　和男 平 4. 9. 1歯   診療所
     院 柳井市中央２丁目１３番１５号 常　勤:    1　理事長　奥田　和男 新規 現存
     (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51712,3034,4 おきた歯科医院 〒742-0031 0820-23-3748沖田　明子 沖田　明子 平 7. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     柳井市南町３丁目１番１号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51812,3035,1 上田歯科医院 〒742-0022 0820-22-1104上田　真三 上田　真三 平 8. 4. 1歯   小歯 診療所
     柳井市柳井津４２８ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51912,3036,9 米田歯科医院 〒742-0021 0820-22-9880米田　栄作 米田　栄作 平13.10. 1歯   診療所
     柳井市柳井１５３６番地５ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52012,3037,7 中原歯科医院 〒742-0021 0820-23-4618中原　崇太 中原　崇太 平 8.10. 1歯   小歯 診療所
     柳井市柳井４７４２番地１ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52112,3039,3 村中歯科医院 〒742-0201 0820-26-1212村中　哲也 村中　哲也 平14. 5. 1歯   小歯 診療所
     柳井市伊陸６７１４ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52212,3040,1 實歯科医院 〒742-0035 0820-22-0474 實　厚夫 實　厚夫 平14.12.11歯   診療所
     柳井市中央２丁目１番１８号 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平26.12.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52312,3042,7 中尾歯科医院 〒742-0033 0820-23-7878松本　賢二 松本　賢二 平20. 7. 1歯   小歯 診療所
     柳井市新庄３０７の８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  52412,3043,5 戸田歯科医院 〒749-0101 0820-45-5555医療法人　栄信会　理戸田　信彦 平24. 1.11歯   小歯 診療所
     柳井市神代４１８３番地１６ 常　勤:    4事長　戸田　信彦 移転 現存
     (歯       4) 平30. 1.11
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52512,3044,3 医療法人和貴会　いそ〒742-0031 0820-23-8020医療法人和貴会　いそ礒邉　和重 平26. 4. 9歯   小歯 矯歯診療所
     べ歯科医院 柳井市南町七丁目１４番７号 常　勤:    2べ歯科医院　理事長　 組織変更 歯外 現存
     (歯       2)礒邉　和重 平26. 4. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52612,3045,0 神原歯科医院 〒742-0035 0820-22-0469松下　功 松下　功 平26.10. 1歯   小歯 診療所
     柳井市中央２丁目２－２０ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52712,3047,6 古浜歯科医院 〒742-0005 0820-22-1371古濵　勲 古濵　勲 平28. 3. 7歯   診療所
     柳井市天神１６番２１号 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平28. 3. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52813,3007,8 小林歯科医院 〒759-2212 0837-52-0422小林　正仔 小林　正仔 昭32.10. 4歯   診療所
     美祢市大嶺町東分３４２３の３２常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.12.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52913,3013,6 美祢歯科医院 〒759-2212 0837-53-0020中嶋　文彦 中嶋　文彦 昭61. 3. 1歯   矯歯 小歯診療所
     美祢市大嶺町東分３７５の１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53013,3015,1 伊佐歯科診療所 〒759-2222 0837-52-0814医療法人伊佐歯科診療田中　康雅 平 6. 9. 1歯   矯歯 小歯診療所
     美祢市伊佐町伊佐４８４３ 常　勤:    1所　理事長　田中　康 新規 現存
     (歯       1)雅 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53113,3017,7 みのだ歯科医院 〒759-2222 0837-53-1838實能田　尚 實能田　尚 平 9.10. 1歯   小歯 矯歯診療所
     美祢市伊佐町伊佐４８０８の１１常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53213,3018,5 つじ歯科クリニック 〒759-2212 0837-54-1000辻　龍雄 辻　龍雄 平13. 7. 1歯   診療所
     美祢市大嶺町東分２９０の８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 7. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53313,3019,3 きじま歯科クリニック〒759-2212 0837-52-1826医療法人社団玄晴会　來島　孝晴 平17. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     美祢市大嶺町東分１３８４の１ 常　勤:    1きじま歯科クリニック 組織変更 歯外 現存
     (歯       1)　理事長　來島　孝晴 平29. 1. 1
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  53414,3013,4 タナカ歯科医院 〒746-0038 0834-64-1147田中　彰 田中　彰 昭58. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     周南市福川１丁目１０番１０号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53514,3014,2 井本歯科医院 〒746-0034 0834-62-2412井本　哲朗 井本　哲朗 昭58. 2. 1歯   診療所
     周南市大字富田２７２７の１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53614,3015,9 佐波歯科医院 〒746-0015 0834-63-0228医療法人杏林会　理事佐波　義明 昭60. 3. 1歯   矯歯 小歯診療所
     周南市清水２丁目３番４号 常　勤:    2長　佐波　義明 新規 現存
     (歯       2) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53714,3016,7 水津歯科クリニック 〒746-0045 0834-62-0480水津　修司 水津　修司 昭60. 6. 1歯   診療所
     周南市新地町１２番３５号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53814,3018,3 津田歯科医院 〒746-0024 0834-64-3142津田　隆志 津田　隆志 平 5. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     周南市古泉２丁目１６番６号 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53914,3019,1 愛歯科診療所 〒746-0012 0834-62-6001長藤　正博 長藤　正博 平 6. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     周南市政所１丁目１３番１１号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54014,3022,5 井上歯科医院 〒746-0017 0834-62-2068井上　雅明 井上　雅明 平10. 4. 1歯   診療所
     周南市宮の前２丁目８番１０号 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54114,3024,1 川口デンタルクリニッ〒746-0012 0834-61-3888川口　薫 川口　薫 平12. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     ク 周南市政所２丁目２番２号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54215,3002,4 神内歯科クリニック 〒745-0802 0834-25-3129医療法人神内歯科クリ神内　正人 平15. 9. 1歯   小歯 診療所
     周南市大字栗屋７９７の３ 常　勤:    3ニック　理事長　神内 組織変更 現存
     (歯       3)　正人 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54315,3004,0 みと歯科クリニック 〒745-0831 0834-29-4182三戸　規義 三戸　規義 平16. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     周南市楠木２丁目１４番８号 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54415,3005,7 近藤歯科医院 〒745-0022 0834-21-2578近藤　帥典 近藤　帥典 平17. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     周南市橋本町１丁目３５ 常　勤:    1 交代 歯外 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
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  54515,3006,5 たけや歯科医院 〒745-0844 0834-21-5566竹屋　克昭 竹屋　克昭 平17. 5. 1歯   診療所
     周南市速玉町７番７号 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54615,3008,1 あずま歯科医院 〒746-0018 0834-62-6641東　毅昭 東　毅昭 平17.12. 1歯   診療所
     周南市大神３丁目４番８号 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54715,3009,9 なかたまり歯科 〒746-0042 0834-61-2111医療法人なかたまり歯中玉利　剛 平18. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     周南市福川南町３番８号 常　勤:    2科　理事長　中玉利　 組織変更 現存
     (歯       2)剛 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54815,3010,7 こやま歯科医院 〒745-0871 0834-22-6622医療法人ＫーＦＩＶＥ小山　茂幸 平18. 3. 1歯   矯歯 小歯診療所
     周南市大字徳山４１８１ 常　勤:    3　理事長　小山　茂幸 移転 現存
     (歯       3) 平30. 3. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54915,3011,5 酒井歯科医院 〒746-0063 0834-62-2718酒井　健志 酒井　健志 平19. 3. 6歯   診療所
     周南市本陣町１５番２１号 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平25. 3. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55015,3012,3 岡本歯科医院 〒745-0036 0834-21-1896岡本　尚志 岡本　尚志 平19. 8. 1歯   矯歯 小歯診療所
     周南市本町１丁目９ 常　勤:    1 組織変更 現存
     (歯       1) 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55115,3013,1 せいき歯科医院 〒745-0001 0834-21-2555清木　祐介 清木　祐介 平20. 5. 1歯   歯外 小歯診療所
     周南市辻町５番１４号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55215,3016,4 おもかわ歯科医院 〒746-0014 0834-63-1772表川　実哉 表川　実哉 平21. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     周南市古川町３番１７号 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55315,3017,2 ハートデンタルクリニ〒745-0823 0834-34-6480服部　孝史 服部　孝史 平21. 9. 1歯   歯外 診療所
     ック 周南市周陽１丁目１１番２９号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55415,3018,0 銀座一丁目歯科医院 〒745-0032 0834-32-0737医療法人昇藤会　理事重中　政信 平22. 4. 1歯   診療所
     周南市銀座１丁目２２銀座ビル２常　勤:    2長　重中　政信 交代 現存
     階 (歯       2) 平28. 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［山口県］

［平成30年 6月 1日現在　歯科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 4日作成    57 頁

  55515,3021,4 しいぎ歯科クリニック〒746-0012 0834-63-7280医療法人しいぎ歯科ク椎木　隆文 平23. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     周南市政所３丁目４番１３号 常　勤:    2リニック　理事長　椎 組織変更 現存
     (歯       2)木　隆文 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55615,3025,5 水野歯科医院 〒745-0805 0834-25-0043水野　聡 水野　聡 平24. 4. 2歯   矯歯 歯外診療所
     周南市櫛ケ浜１３４－１ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平30. 4. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55715,3026,3 友村歯科医院 〒745-0016 0834-31-0123友村　善則 友村　善則 平25. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     周南市若宮町２－２４ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平25. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55815,3027,1 ふじい歯科クリニック〒745-0013 0834-27-0118医療法人　愛彩利　理藤井　威 平25. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     周南市昭和通一丁目１０番地 常　勤:    1事長　藤井　威 組織変更 現存
     (歯       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55915,3028,9 まさる歯科医院 〒745-0026 0834-27-6480医療法人ＡＫＳ　まさ伊ケ崎　賢 平26. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     周南市住崎町６番１７号 常　勤:    1る歯科医院　理事長　 組織変更 歯外 現存
     (歯       1)伊ケ崎　賢 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56015,3029,7 松下歯科医院 〒745-0806 0834-28-7001松下　大介 松下　大介 平26. 5. 1歯   診療所
     周南市桜木１丁目５番１号 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56115,3030,5 ふくや歯科医院 〒745-0071 0834-32-3343福谷　能史 福谷　能史 平27. 1. 1歯   診療所
     周南市岐山通２丁目１６番地 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平27. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56215,3031,3 伊東歯科医院 〒745-0806 0834-28-3802医療法人紘慶会　理事伊東　慶治 平27.11.16歯   矯歯 小歯診療所
     周南市桜木一丁目８番１９号 常　勤:    1長　伊東　慶治 組織変更 現存
     (歯       1) 平27.11.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56315,3032,1 医療法人宝歯会　周南〒745-0842 0834-33-9500医療法人宝歯会かじわ首藤　幹雄 平28. 9. 1歯   小歯 矯歯診療所
     スマイル歯科小児歯科周南市青山町１－１８ 常　勤:    3ら歯科医院　理事長　 新規 歯外 現存
     医院 (歯       3)梶原　浩喜 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  56415,3034,7 ワハハキッズデンタル〒745-0801 0834-36-3311医療法人栄信会　理事半井　英雄 平28.12. 1歯   小歯 診療所
     ランド＆おとな歯科 周南市大字久米２８６７番地 常　勤:    1長　戸田　信彦 新規 現存
     (歯       1) 平28.12. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56515,3035,4 ちくら歯科医院 〒746-0016 0834-34-0008千藏　紘一 千藏　紘一 平29. 3. 1歯   小歯 歯外診療所
     周南市中央町１５３２番４ 常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56615,3036,2 医療法人愛翔　遠石フ〒745-0817 0834-31-7770医療法人愛翔　理事長小林　直樹 平29. 4. 1歯   小歯 診療所
     ァミリー歯科 周南市上遠石町１１－５１石田ビ常　勤:    1　小林　直樹 組織変更 現存
     ル２Ｆ (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56715,3037,0 清水歯科医院 〒745-0801 0834-25-3539清水　稔弘 清水　稔弘 平29. 6. 1歯   小歯 矯歯診療所
     周南市大字久米３４０３－１ 常　勤:    2 移転 現存
     (歯       2) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56815,3038,8 ひだまり歯科医院 〒745-0801 0834-39-6700医療法人恵光会　理事高島　光洋 平30. 1. 2歯   小歯 矯歯診療所
     周南市大字久米２９１５番地の２常　勤:    1長　高島　光洋 組織変更 歯外 現存
     (歯       1) 平30. 1. 2
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56916,3001,4 中務歯科医院 〒756-0091 0836-83-3645鈴木　信博 鈴木　信博 平17. 4. 1歯   小歯 診療所
     山陽小野田市日の出３丁目９番９常　勤:    1 交代 現存
     号 (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57016,3002,2 医療法人社団　ファミ〒756-0010 0836-84-6385医療法人社団　ファミ潘　徳哲 平17. 9. 1歯   小歯 診療所
     リー歯科 山陽小野田市新有帆町７番７号 常　勤:    2リー歯科　理事長　潘 移転 現存
     (歯       2)　徳哲 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57116,3004,8 もみの木歯科 〒756-0091 0836-81-5115医療法人賛麗の森　理小濱　一睦 平18. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     山陽小野田市日の出１丁目２番１常　勤:    1事長　小濱　一睦 組織変更 歯外 現存
     ４号 (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57216,3006,3 末次歯科医院 〒756-0091 0836-84-4224末次　正康 末次　正康 平18.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     山陽小野田市日の出１丁目１０番常　勤:    1 移転 現存
     １６号 (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  57316,3009,7 医療法人宝歯会　小野〒756-0088 0836-81-4618医療法人宝歯会　かじ松本　剛 平20. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     田スマイル歯科小児歯山陽小野田市東高泊７８４ 常　勤:    3わら歯科医院　理事長 新規 歯外 現存
     科医院 (歯       3)　梶原　浩喜 平26. 5. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57416,3011,3 コスモ歯科クリニック〒757-0001 0836-71-0202中島　啓輔 中島　啓輔 平20. 6. 1歯   小歯 矯歯診療所
     山陽小野田市大字厚狭４７８の１常　勤:    2 交代 歯外 現存
     (歯       2) 平26. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57516,3013,9 公園通り歯科 〒756-0814 0836-39-6983河村　喜英 河村　喜英 平24. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     山陽小野田市千代町１－８－２６常　勤:    2 新規 歯外 現存
     (歯       2) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57616,3014,7 平木歯科医院 〒756-0080 0836-83-2631平木　雄三郎 平木　雄三郎 平24. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     山陽小野田市くし山１丁目５－５常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57716,3015,4 田中歯科医院 〒756-0824 0836-83-2378田中　由香 弘中　雅史 平25. 5.13歯   小歯 歯外診療所
     山陽小野田市中央４丁目３番３６常　勤:    1 交代 現存
     号 (歯       1) 平25. 5.13
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57816,3016,2 おのだサンパーク　オ〒756-0806 0836-81-2222医療法人永孝会　理事薦田　智 平25. 8. 1歯   矯歯 小歯診療所
     レンジ歯科 山陽小野田市中川六丁目４番１号常　勤:    1長　八丁　裕次 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平25. 8. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57971,3020,9 中村歯科医院 〒742-2106 08207-4-2500中村　一雄 中村　一雄 平 3. 5. 1歯   診療所
     大島郡周防大島町大字小松５４９常　勤:    1 新規 現存
     の１ (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58071,3023,3 河合歯科医院 〒742-2512 0820-78-0006中村　瑞美 中村　瑞美 平 6. 8. 2歯   小歯 診療所
     大島郡周防大島町大字平野２６９常　勤:    1 新規 現存
     の３２ (歯       1) 平24. 8. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58171,3024,1 医療法人　おかだ歯科〒742-2804 08207-3-0837医療法人おかだ歯科医岡田　秀樹 平 6. 9. 1歯   矯歯 小歯診療所
     医院 大島郡周防大島町大字日前１８７常　勤:    1院　理事長　岡田　秀 新規 現存
     １の１ (歯       1)樹 平24. 9. 1
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  58271,3028,2 貞平歯科医院 〒742-2106 0820-74-3467貞平　和彦 貞平　和彦 平15. 1. 1歯   診療所
     大島郡周防大島町大字小松２０９常　勤:    1 交代 現存
     の３ (歯       1) 平27. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58371,3034,0 武中歯科医院 〒742-2301 0820-72-2322武中　哲郎 武中　哲郎 平17. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     大島郡周防大島町大字久賀４７１常　勤:    1 交代 現存
     ５の８ (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58471,3037,3 杉原歯科医院 〒742-2106 0820-74-2109杉原　利英 杉原　利英 平19. 1. 1歯   歯外 診療所
     大島郡周防大島町大字小松６８２常　勤:    1 交代 現存
     の１２ (歯       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58571,3038,1 東和・武中歯科 〒742-2921 0820-78-1777武中　市郎 武中　市郎 平24.12. 1歯   小歯 診療所
     大島郡周防大島町西方１６４１－常　勤:    1 新規 現存
     ３ (歯       1) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58671,3039,9 武中デンタルクリニッ〒742-2105 0820-74-5543武中　政樹 武中　政樹 平24.11. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ク 大島郡周防大島町小松開作１４３常　勤:    1 交代 歯外 現存
     －２３ (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58772,3026,4 大矢歯科 〒740-1451 0827-63-1182大矢　泰慶 大矢　泰慶 昭60. 9. 1歯   小歯 診療所
     岩国市由宇町南２丁目１番３６号常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58872,3027,2 岩国市立本郷歯科診療〒740-0602 0827-75-2355岩国市長　福田　良彦土井　一矢 昭60. 9. 1歯   診療所
     所 岩国市本郷町本郷２０８７の１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 9. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58972,3033,0 つきおか歯科 〒740-1428 0827-63-1700築岡　孝征 築岡　孝征 平 2.10. 1歯   小歯 診療所
     岩国市由宇町中央２丁目９番１号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59072,3037,1 大和橋歯科 〒740-0061 08275-2-8100竹野　勇都 竹野　勇都 平 4. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     玖珂郡和木町和木１丁目１４番１常　勤:    1 新規 歯外 現存
     ０号 (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  59172,3038,9 桝尾歯科クリニック 〒740-1426 0827-63-0700桝尾　隆一 桝尾　隆一 平 6. 1. 1歯   小歯 診療所
     岩国市由宇町由宇崎５番１号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59272,3039,7 とよた歯科矯正歯科医〒742-0335 0827-82-6441医療法人社団とよた歯豊田　太 平 6. 9. 1歯   診療所
     院 岩国市玖珂町６０５３ 常　勤:    1科矯正歯科医院　理事 新規 現存
     (歯       1)長　豊田　太 平24. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59372,3042,1 楊井歯科医院 〒740-0724 0827-72-2330楊井　孝 楊井　孝 平 7.10.30歯   小歯 歯外診療所
     岩国市錦町広瀬６６７８ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平28.10.30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59472,3043,9 山中歯科医院 〒742-0324 0827-82-2227医療法人山中歯科医院山中　友之 平 9. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     岩国市玖珂町８０２の３ 常　勤:    1　理事長　山中　友之 組織変更 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59572,3044,7 おかもと歯科クリニッ〒742-0417 0827-83-0118岡本　茂雄 岡本　茂雄 平 9. 5. 1歯   小歯 診療所
     ク 岩国市周東町下久原１５６０の１常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59672,3045,4 たにもと歯科医院 〒740-0724 0827-72-2090谷本　登 谷本　登 平 9.10. 1歯   小歯 診療所
     岩国市錦町広瀬６７０７の７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59772,3046,2 米田歯科医院 〒742-0322 0827-82-6551米田　賢司 米田　賢司 平15. 2. 1歯   小歯 診療所
     岩国市玖珂町８５７の３ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平27. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59872,3049,6 悠デンタルクリニック〒740-0061 0827-28-5700増木　恒平 増木　恒平 平25. 8. 1歯   診療所
     玖珂郡和木町和木２丁目３－１９常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59973,3016,3 上関町歯科診療所 〒742-1402 0820-62-0600上関町長　柏原　重海山野　渉 平12. 4. 1歯   診療所
     熊毛郡上関町大字長島６０２の２常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60073,3017,1 上関町歯科診療所祝島〒742-1401 0820-66-2940上関町長　柏原　重海山野　渉 昭50. 8. 1歯   診療所
     出張所 熊毛郡上関町大字祝島２１６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 4. 7
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  60173,3018,9 徳本歯科医院 〒745-0612 0833-91-6200徳本　憲道 徳本　憲道 昭55. 4. 1一般         2診療所
     周南市大字呼坂７４７－１２ 常　勤:    2 新規 歯外 矯歯 小歯現存
     (歯       2) 平28. 4. 1歯   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60273,3021,3 大和歯科医院 〒743-0103 0820-48-4978大和　泰久 大和　泰久 平 5.12. 1歯   診療所
     光市大字岩田２４８３の６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60373,3023,9 中村歯科 〒742-1511 0820-52-1112中村　吉宏 中村　吉宏 昭59. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     熊毛郡田布施町大字下田布施６９常　勤:    1 新規 現存
     ３の１５ (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60473,3024,7 やまもと歯科 〒742-1502 0820-53-0648山本　一秀 山本　一秀 昭60. 6. 1歯   診療所
     熊毛郡田布施町大字波野２１６５常　勤:    2 新規 現存
     の６ (歯       2) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60573,3025,4 国重歯科医院 〒742-1102 0820-56-2300国重　裕昌 国重　裕昌 平 7. 7. 3歯   診療所
     熊毛郡平生町大字平生村５６４の常　勤:    1 移転 現存
     ２ (歯       1) 平28. 7. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60673,3030,4 さきしげ歯科医院 〒745-0643 0833-91-3272崎重　靖徳 崎重　靖徳 平 4. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     周南市新清光台２丁目８番１号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60773,3031,2 医療法人社団　岡崎歯〒742-1102 0820-56-6007医療法人社団岡崎歯科岡﨑　茂雄 平 6. 1. 1歯   診療所
     科医院 熊毛郡平生町大字平生村６０５の常　勤:    1医院　理事長　岡﨑　 新規 現存
     ４ (歯       1)茂雄 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60873,3032,0 ひろなか歯科 〒742-1107 0820-56-7080弘中　亮治 弘中　亮治 平 7. 3. 1歯   矯歯 小歯診療所
     熊毛郡平生町大字曽根２３５４の常　勤:    1 新規 現存
     ３６ (歯       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60973,3034,6 医療法人誠和会　藤井〒742-1511 0820-52-3120医療法人誠和会　理事藤井　和則 平 9.11. 1歯   診療所
     歯科医院 熊毛郡田布施町大字下田布施８６常　勤:    1長　藤井　和則 組織変更 現存
     ７の１ (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61073,3035,3 はらだ歯科医院 〒742-1513 0820-55-4008原田　満 原田　満 平10.10. 1歯   診療所
     熊毛郡田布施町大字麻郷３４２８常　勤:    1 新規 現存
     の８２ (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  61173,3036,1 ときまさ歯科医院 〒742-1103 0820-57-0088医療法人ピース　理事時政　慎史 平11.10. 1歯   小歯 矯歯診療所
     熊毛郡平生町大字竪ケ浜７７７の常　勤:    1長　時政　慎史 組織変更 歯外 現存
     ４ (歯       1) 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61273,3037,9 守友歯科クリニック 〒742-1517 0820-51-2255守友　雅之 守友　雅之 平17.12. 1歯   診療所
     熊毛郡田布施町中央南３の４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61373,3039,5 くにちか歯科医院 〒742-1511 0820-52-0118國近　献 國近　献 平19.10. 1歯   小歯 診療所
     熊毛郡田布施町大字下田布施９３常　勤:    1 新規 現存
     ７の１２ (歯       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61474,3011,2 江副歯科医院 〒745-0302 0834-68-3601江副　一幸 江副　一幸 昭58. 5. 1歯   診療所
     周南市大字鹿野上３１３９ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61575,3008,5 ふじもと歯科 〒747-0231 0835-52-0287藤本　哲也 藤本　哲也 昭48. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     山口市徳地堀１６５５の３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61675,3009,3 あさひ歯科医院 〒747-0231 0835-52-0900医療法人恵生会　理事倉本　善隆 平11. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     山口市徳地堀１５１８の１ 常　勤:    1長　渡辺　徹 新規 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61776,3025,7 ヤナギ歯科医院 〒754-1277 083-665-2338楊　亮 楊　亮 昭51.10. 1歯   診療所
     山口市阿知須２７４２の１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61876,3030,7 佐川歯科医院 〒754-1101 083-984-4380佐川　博 佐川　博 昭56.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     山口市秋穂東６１９の５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61976,3034,9 新谷歯科医院 〒754-0002 083-973-3333新谷　史子 新谷　史子 平元. 6. 1歯   矯歯 小歯診療所
     山口市小郡下郷７８６の１０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62076,3037,2 医療法人　岡医院 〒754-0031 083-973-4477医療法人岡医院　理事田邉　均 平元. 8. 1歯   矯歯 小歯診療所
     山口市小郡新町四丁目２番２１号常　勤:    1長　田邉　均 新規 現存
     (歯       1) 平28. 8. 1
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  62176,3038,0 秋満歯科医院 〒754-0002 083-972-0228秋満　正興 秋満　正興 平 3.11.18歯   矯歯 小歯診療所
     山口市小郡下郷１４０６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.11.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62276,3040,6 山内歯科小郡 〒754-0021 083-972-2415医療法人久栄会　理事山内　高史 平 7. 9. 1歯外 歯   小歯診療所
     山口市小郡黄金町７番６６－２０常　勤:    1長　山内　高史 組織変更 矯歯 現存
     １号 (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62376,3041,4 岡村歯科医院 〒754-0002 083-972-0608岡村　清 岡村　清 平11. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     山口市小郡下郷１２１９の３７ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62476,3042,2 きらら・しまた歯科 〒754-1200 083-666-2525島田　昌拓 島田　昌拓 平12. 9. 1歯   小歯 診療所
     山口市阿知須４８１７の１２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 9. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62576,3043,0 益城歯科医院 〒754-0002 083-973-0655益城　一彦 益城　一彦 平12.10.19歯   矯歯 小歯診療所
     山口市小郡下郷１６２６の１３ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平24.10.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62676,3044,8 あいお歯科 〒754-1101 083-984-0648河村　英世 河村　英世 平14. 6. 1歯   診療所
     山口市秋穂東１７０６の６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62776,3045,5 いけだ歯科クリニック〒754-0002 083-974-4649池田　曜 池田　曜 平14. 8. 1歯   小歯 診療所
     山口市小郡下郷２２７１の４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62876,3046,3 ごとう歯科 〒754-0031 083-972-0418後藤　正明 後藤　正明 平15. 5. 1歯   診療所
     山口市小郡新町六丁目３番１号 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平27. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62976,3047,1 医療法人社団優志会　〒754-0001 083-972-1180医療法人社団優志会　宮脇　雄一郎 平17. 3. 1矯歯 診療所
     みやわき矯正歯科クリ山口市小郡上郷１７４５の１ 常　勤:    1理事長　宮脇　雄一郎 新規 現存
     ニック新山口オフィス (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  63076,3048,9 阿知須歯科 〒754-1277 083-665-2021戸井　正樹 戸井　正樹 平17. 4. 1歯   診療所
     山口市阿知須４８３９の２ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63177,3002,4 山陽歯科 〒757-0001 0836-72-0030藤井　征郎 藤井　征郎 昭50. 2. 1歯   診療所
     山陽小野田市厚狭１丁目１６番５常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63277,3014,9 藤井歯科医院 〒757-0012 0836-76-0366藤井　征郎 藤井　征郎 昭51. 9.18歯   診療所
     山陽小野田市大字埴生９８６の１常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 9.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63377,3015,6 和田歯科医院 〒757-0012 0836-76-2585和田　博範 和田　博範 昭58. 5. 1歯   診療所
     山陽小野田市大字埴生９７５の１常　勤:    1 新規 現存
     ２ (歯       1) 平28. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63477,3017,2 伊佐歯科医院 〒757-0002 0836-75-0555伊佐　祐二 伊佐　祐二 昭60. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     山陽小野田市大字郡３１５８の３常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63577,3023,0 プラザ歯科医院 〒757-0216 0836-67-2500大藏　玲子 大藏　玲子 平 9. 9. 1歯   診療所
     宇部市大字船木１０２６の７ 常　勤:    1 組織変更 現存
     (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63677,3024,8 しまだ歯科クリニック〒757-0005 0836-72-0645嶋田　修士 嶋田　修士 平13. 8. 1歯   小歯 診療所
     山陽小野田市大字鴨庄１４６の１常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63777,3025,5 すみれ歯科医院 〒757-0002 0836-74-8020中原　斎香利 中原　斎香利 平10. 2. 1歯   診療所
     山陽小野田市大字郡３２６６の２常　勤:    1 新規 現存
     ９ (歯       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63877,3026,3 しもかど歯科医院 〒757-0002 0836-72-2772船串　保志 船串　保志 平10.10. 1歯   小歯 診療所
     山陽小野田市大字郡３９５の６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  63977,3027,1 あさ歯科クリニック 〒757-0001 0836-71-0418宮　一雄 宮　一雄 平10.10. 1歯   小歯 矯歯診療所
     山陽小野田市大字厚狭１０４２の常　勤:    1 新規 他   現存
     １ (歯       1) 平28.10. 1他：口腔外科
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64077,3028,9 山﨑歯科医院 〒757-0216 0836-67-0045山﨑　哲朗 山﨑　哲朗 平11.12. 1歯   小歯 診療所
     宇部市大字船木９７９ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平29.12. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64177,3030,5 かねひろ歯科医院 〒757-0003 0836-72-2466金弘　智 金弘　智 平15. 4. 1歯   小歯 診療所
     山陽小野田市大字山野井１５８８常　勤:    1 新規 現存
     の１４０ (歯       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64278,3030,3 新田歯科医院 〒750-0313 083-287-0014新田　年彦 新田　年彦 昭52. 4. 1歯   診療所
     下関市菊川町大字田部７９７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.10.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64378,3039,4 滝部歯科医院 〒759-5511 083-782-0191幸本　達則 幸本　達則 平 2. 6. 1歯   診療所
     下関市豊北町大字滝部２９７０の常　勤:    1 新規 現存
     １ (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64478,3041,0 中山歯科医院 〒759-5511 083-782-0418中山　浩太郎 中山　浩太郎 昭62. 4. 1歯   診療所
     下関市豊北町大字滝部８４５の１常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64578,3042,8 植田歯科菊川診療所 〒750-0317 083-287-0073植田　哲也 植田　哲也 昭63.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     下関市菊川町大字下岡枝１６９ 常　勤:    2 新規 矯歯 現存
     (歯       2) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64678,3043,6 しんどう歯科医院 〒759-6301 083-772-2552新藤　洋 新藤　洋 平元. 5. 1歯   診療所
     下関市豊浦町大字川棚７１２０の常　勤:    1 新規 現存
     ３ (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64778,3045,1 藤井歯科医院 〒759-5511 083-782-1669藤井　寛三 藤井　寛三 平 2. 6. 1歯   小歯 診療所
     下関市豊北町大字滝部３４１０の常　勤:    1 新規 現存
     １ (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  64878,3046,9 植田歯科医院 〒750-0424 083-766-0200植田　英澄 植田　英澄 平 2. 8. 1歯   診療所
     下関市豊田町大字矢田１１４の１常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 8. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64978,3047,7 おの歯科医院 〒759-6301 083-774-2008小野　啓 小野　啓 平 6. 2. 1歯   小歯 診療所
     下関市豊浦町大字川棚８３４６の常　勤:    1 新規 現存
     ９ (歯       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65078,3048,5 佐々木歯科医院 〒759-5331 083-786-1818佐々木　猛 佐々木　猛 平 6. 5.13歯   診療所
     下関市豊北町大字神田１２２２の常　勤:    2 新規 現存
     １ (歯       2) 平30. 5.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65178,3050,1 おおなか歯科医院 〒759-6313 083-775-1080大中　孝文 大中　孝文 平 8.11. 1歯   小歯 診療所
     下関市豊浦町豊洋台新町６００の常　勤:    1 新規 現存
     ２ (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65278,3052,7 くぼ歯科 〒759-6303 083-776-5118久保　毅浩 久保　毅浩 平10. 8. 1歯   小歯 診療所
     下関市豊浦町大字宇賀７２６９の常　勤:    1 新規 現存
     ４１ (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65378,3053,5 ひまわり歯科医院 〒759-6311 083-775-2088藤村　満 藤村　満 平11. 6. 1歯   診療所
     下関市豊浦町大字吉永１４４３の常　勤:    1 新規 現存
     ５ (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65478,3054,3 新藤歯科医院 〒750-0424 083-766-0202新藤　直治 新藤　直治 平14. 1. 1歯   診療所
     下関市豊田町大字矢田２３７の５常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65579,3011,1 大田歯科医院 〒754-0211 08396-2-0735医療法人平成会　理事藤村　文子 平 3. 3. 1歯   診療所
     美祢市美東町大田５７８５の３ 常　勤:    1長　渡邊　義嗣 新規 現存
     (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65679,3013,7 みとう歯科医院 〒754-0212 08396-2-5656木林　弓人 木林　弓人 平17. 3. 1歯   小歯 診療所
     美祢市美東町綾木２６４９の１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 3. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65779,3014,5 はしもと歯科医院 〒754-0211 08396-2-0199橋本　正明 橋本　正明 平17. 4. 1歯   診療所
     美祢市美東町大田５３６５の１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
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  65879,3015,2 秋芳歯科医院 〒754-0511 0837-62-1780医療法人社団　グレイ五嶋　賢司 平17. 9. 1歯   小歯 矯歯診療所
     美祢市秋芳町秋吉５３６８の２ 常　勤:    1ス　理事長　五嶋　賢 組織変更 現存
     (歯       1)司 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65980,3013,5 村岡歯科医院 〒759-4401 0837-37-2356村岡　捷 村岡　捷 昭55. 3. 4歯   診療所
     長門市日置上６０９２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 3. 4
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66080,3014,3 重田歯科医院 〒759-4504 0837-32-2555重田　耕一 重田　耕一 昭57.11. 1歯   診療所
     長門市油谷河原１１１０の１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66180,3015,0 藤本歯科医院 〒759-4623 0837-34-0380藤本　健司 藤本　健司 平 8. 4. 1歯   診療所
     長門市油谷向津具下３１２７の１常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66281,3023,2 細田歯科医院 〒758-0303 08388-8-0677細田　裕 細田　裕 昭62. 4. 1歯   診療所
     萩市大字高佐下３２の１０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66381,3025,7 高村歯科医院 〒759-1512 083-956-0611高村　昭 高村　昭 昭63. 4. 1歯   診療所
     山口市阿東徳佐中３２９１の１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66481,3027,3 たなか歯科医院 〒759-1342 083-954-1020田中　貴恵子 田中　貴恵子 平 2. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     山口市阿東生雲中１７７の１ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66581,3030,7 伊東歯科医院田万川診〒759-3112 08387-2-0062医療法人歯徳会　理事石川　千春 平 6. 5. 2歯   診療所
     療所 萩市大字下田万１０３６ 常　勤:    1長　伊東　康紀 新規 現存
     (歯       1) 平30. 5. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66681,3031,5 おおた歯科医院 〒759-1513 083-956-0770大田　紀文 大田　紀文 平 8. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     山口市阿東徳佐下４２の１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66781,3032,3 仁保歯科医院 〒759-3411 08387-6-3007仁保　光昭 仁保　光昭 平 9.11.27歯   矯歯 小歯診療所
     萩市大字須佐４５７９の１ 常　勤:    2 交代 歯外 現存
     (歯       2) 平27.11.27
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  66881,3033,1 和田歯科医院 〒759-3622 08388-2-2065和田　孝宣 和田　孝宣 平23. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     阿武郡阿武町大字奈古２８５６の常　勤:    2 交代 現存
     １ (歯       2) 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


