
届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月28日    1

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    101,0003,4 高松歯科医院 〒371-0022 （歯訪診）第72号          平成28年 5月 1日
     前歯3 前橋市千代田町１－１０－４ （歯ＣＡＤ）第288号       平成26年 7月 1日
     027-231-3260  (027-231-3239) （補管）第106号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201,0004,2 首村歯科医院 〒371-0021 （補管）第61号            平成 8年 4月 1日
     前歯4 前橋市住吉町２－１１－２
     027-231-5488  (027-234-8182)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    301,0008,3 大谷歯科医院 〒371-0023 （外来環）第1号           平成20年 4月 1日
     前歯8 前橋市本町２－１６－９ （歯ＣＡＤ）第452号       平成27年 2月 1日
     027-224-3759  (027-224-3311) （補管）第2号             平成19年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    401,0014,1 矢内歯科医院 〒371-0022 （歯訪診）第595号         平成29年 4月 1日
     前歯14 前橋市千代田町５－１８－１５ （補管）第678号           平成 8年 5月 1日
     027-231-4006  (027-233-1646)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    501,0025,7 小林歯科医院 〒371-0035 （歯訪診）第419号         平成29年 2月 1日
     前歯25 前橋市岩神町３－１１－９ （歯ＣＡＤ）第282号       平成26年 7月 1日
     027-231-3504  (027-231-3509) （補管）第63号            平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    601,0027,3 千村歯科医院 〒371-0014 （歯ＣＡＤ）第546号       平成28年 2月 1日
     前歯27 前橋市朝日町１－１－１１ （補管）第73号            平成16年 2月 1日
     027-224-5311  (027-224-3617) （１７５）第375号         平成16年 2月 1日
     （酸単）第11323号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    701,0030,7 木下歯科医院 〒371-0032 （歯訪診）第1号           平成28年 4月 1日
     前歯30 前橋市若宮町１－６－１ （歯ＣＡＤ）第214号       平成26年 5月 1日
     027-231-7009  (027-234-1974) （補管）第715号           平成 8年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    801,0031,5 井田歯科医院 〒371-0024 （歯訪診）第143号         平成28年 8月 1日
     前歯31 前橋市表町２－１７－１０ （歯ＣＡＤ）第212号       平成26年 5月 1日
     027-224-6837  (027-243-0990) （補管）第14号            平成 8年 4月 1日
     （酸単）第11324号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    901,0040,6 千代田町磯歯科医院 〒371-0022 （歯訪診）第294号         平成28年10月 1日
     前歯40 前橋市千代田町３－２－１２ （歯ＣＡＤ）第704号       平成29年10月 1日
     027-231-6381  (027-233-1125) （補管）第8号             平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1001,0048,9 大野歯科医院 〒371-0022 （補管）第24号            平成 8年 4月 1日
     前歯48 前橋市千代田町２－２－１０
     027-231-4690  (027-235-7061)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1101,0050,5 内山歯科医院 〒371-0007 （歯訪診）第568号         平成29年 4月 1日
     前歯50 前橋市上泉町１４７８－４ （補管）第65号            平成 8年 4月 1日
     027-269-7532  (027-269-9469) （１７５）第367号         平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月28日    2

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   1201,0054,7 金子歯科医院 〒371-0033 （歯訪診）第484号         平成29年 3月 1日
     前歯54 前橋市国領町１－１０－２５ （歯ＣＡＤ）第741号       平成30年 2月 1日
     027-234-8733  (027-233-9300) （補管）第687号           平成 8年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1301,0063,8 浅見歯科医院 〒371-0035 （補管）第48号            平成 8年 4月 1日
     前歯63 前橋市岩神町２－１０－１９
     027-231-9594  (027-233-3377)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1401,0064,6 石井歯科医院 〒371-0804 （補管）第684号           平成18年 4月21日
     前歯64 前橋市六供町１４５番地１０ （酸単）第11326号         平成29年 4月 1日
     027-221-9756  (027-221-9756)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1501,0068,7 西野歯科医院 〒371-0024 （歯訪診）第570号         平成29年 4月 1日
     前歯68 前橋市表町１－１７－２ （補管）第99号            平成11年11月12日
     027-221-0369  (027-221-0368)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1601,0070,3 野中歯科医院 〒371-0013 （外来環）第113号         平成23年 1月 1日
     前歯70 前橋市西片貝町１－３１１－７ （か強診）第55号          平成29年 2月 1日
     027-231-3690  (027-231-3702) （歯援診）第96号          平成29年 2月 1日
     （歯ＣＡＤ）第468号       平成27年 3月 1日
     （補管）第59号            平成11年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1701,0073,7 高松歯科医院 〒371-0035 （歯訪診）第500号         平成29年 4月 1日
     前歯73 前橋市岩神町３－２８－１１ （歯ＣＡＤ）第464号       平成27年 3月 1日
     027-231-7795  (027-231-7795) （補管）第31号            平成12年 4月 1日
     （酸単）第11327号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1801,0074,5 大原歯科医院 〒371-0853 （歯ＣＡＤ）第350号       平成26年 9月 1日
     前歯74 前橋市総社町２丁目１１番地９ （補管）第98号            平成14年 6月 1日
     027-252-0997  (027-251-4026)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1901,0077,8 浦野歯科医院 〒371-0026 （補管）第79号            平成 8年 4月 1日
     前歯77 前橋市大手町２－９－５
     027-221-5956  (027-221-5955)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2001,0081,0 住谷歯科・矯正歯科ク〒371-0846 （補管）第58号            平成17年 5月 1日
     前歯81 リニック 前橋市元総社町１－２３－１８
     027-251-2906  (027-253-3220)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2101,0082,8 鈴木歯科医院 〒379-2117 （補管）第67号            平成 8年 4月 1日
     前歯82 前橋市二之宮町４６０－５
     027-268-2255  (027-268-3564)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2201,0089,3 高松歯科医院 〒379-2165 （歯訪診）第2号           平成28年 4月 1日
     前歯89 前橋市上長磯町３１３－２ （歯ＣＡＤ）第287号       平成26年 7月 1日
     027-261-3570  (027-261-3570) （補管）第853号           平成 8年 4月 1日
     （酸単）第11328号         平成29年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月28日    3

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   2301,0092,7 古市歯科医院 〒371-0844 （外来環）第33号          平成20年 5月 1日
     前歯92 前橋市古市町１－５－３０ （歯訪診）第486号         平成29年 3月 1日
     027-252-6351  (027-251-8292) （歯ＣＡＤ）第609号       平成28年 6月 1日
     （補管）第7号             平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2401,0095,0 加藤歯科医院 〒371-0846 （歯訪診）第117号         平成28年 6月 1日
     前歯95 前橋市元総社町５９３－５７ （歯ＣＡＤ）第466号       平成27年 3月 1日
     027-253-1184  (027-253-1184) （補管）第76号            平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2501,0098,4 石井歯科医院 〒371-0831 （歯訪診）第3号           平成28年 4月 1日
     前歯98 前橋市小相木町４７１－３ （ＧＴＲ）第1号           平成20年 4月 1日
     027-253-2853  (027-253-1796) （補管）第110号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2601,0103,2 小板橋歯科医院 〒371-0018 （補管）第40号            平成 8年 4月 1日
     前歯103 前橋市三俣町１－２－５
     027-233-2333  (027-234-7525)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2701,0104,0 清宮歯科医院 〒371-0803 （歯援診）第1号           平成29年 4月 1日
     前歯104 前橋市天川原町二丁目２３７－１ （歯訪診）第4号           平成28年 4月 1日
     ０ （歯ＣＡＤ）第362号       平成26年10月 1日
     027-221-6695  (027-221-6275) （補管）第90号            平成 8年 4月 1日
     （１７５）第550号         平成14年 5月 1日
     （酸単）第11329号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2801,0105,7 朝倉歯科医院 〒371-0811 （歯ＣＡＤ）第506号       平成27年 7月 1日
     前歯105 前橋市朝倉町３－３４－１５ （補管）第728号           平成 8年 7月 1日
     027-261-5617  (027-261-5617) （１７５）第394号         平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2901,0106,5 武藤歯科医院 〒371-0804 （歯ＣＡＤ）第117号       平成26年 4月 1日
     前歯106 前橋市六供町３６９－５ （補管）第37号            平成 8年 4月 1日
     027-224-8881  (027-224-8881)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3001,0107,3 林歯科医院 〒371-0018 （歯ＣＡＤ）第536号       平成27年12月 1日
     前歯107 前橋市三俣町１－４８－１ （補管）第36号            平成 8年 4月 1日
     027-243-7179  (027-243-7196)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3101,0111,5 渡辺歯科医院 〒371-0847 （外来環）第276号         平成29年 6月 1日
     前歯111 前橋市大友町３－１８－９ （医管）第226号           平成28年 4月 1日
     027-252-6482  (027-253-7677) （歯訪診）第5号           平成28年 4月 1日
     （歯リハ２）第97号        平成26年 7月 1日
     （歯ＣＡＤ）第204号       平成26年 5月 1日
     （補管）第72号            平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3201,0113,1 清水歯科医院 〒371-0821 （歯訪診）第6号           平成28年 4月 1日
     前歯113 前橋市上新田町２１５－１ （歯ＣＡＤ）第668号       平成29年 4月 1日
     027-252-0002  (027-253-5975) （補管）第82号            平成 8年 4月 1日
     （１７５）第369号         平成14年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月28日    4

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   3301,0120,6 高橋歯科医院 〒371-0811 （歯訪診）第544号         平成29年 4月 1日
     前歯120 前橋市朝倉町４－２－１１ （歯ＣＡＤ）第483号       平成27年 4月 1日
     027-263-3745  (027-263-3745) （補管）第33号            平成 8年 4月 1日
     （１７５）第387号         平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3401,0122,2 下小出歯科医院 〒371-0031 （歯訪診）第222号         平成28年 9月 1日
     前歯122 前橋市下小出町１－３１－９ （歯ＣＡＤ）第36号        平成26年 4月 1日
     027-234-5184  (027-234-5184) （補管）第97号            平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3501,0125,5 岩田歯科医院 〒371-0037 （外来環）第269号         平成29年 3月 1日
     前歯125 前橋市上小出町２－２９－７ （歯訪診）第567号         平成29年 3月 1日
     027-234-1649  (027-234-7527) （歯ＣＡＤ）第290号       平成26年 7月 1日
     （補管）第676号           平成 8年 5月 1日
     （酸単）第11330号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3601,0126,3 大利根　小板橋歯科医〒371-0825 （歯ＣＡＤ）第456号       平成27年 2月 1日
     前歯126 院 前橋市大利根町２－１１－６ （補管）第121号           平成 8年 4月 1日
     027-253-3984  (027-253-3984)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3701,0129,7 湯浅歯科医院 〒371-0044 （歯訪診）第7号           平成28年 4月 1日
     前歯129 前橋市荒牧町一丁目５１番地３ （補管）第75号            平成 8年 4月 1日
     027-232-4184  (027-232-4100)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3801,0132,1 井上歯科医院 〒371-0805 （歯訪診）第81号          平成28年 6月 1日
     前歯132 前橋市南町３－２１－１２ （歯ＣＡＤ）第393号       平成26年11月 1日
     027-224-5823  (027-223-3470) （補管）第57号            平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3901,0134,7 田口歯科医院 〒379-2147 （外来環）第2号           平成20年 4月 1日
     前歯134 前橋市亀里町３８３－２ （歯訪診）第541号         平成29年 4月 1日
     027-265-2550  (027-265-3194) （歯ＣＡＤ）第206号       平成26年 5月 1日
     （補管）第81号            平成 8年 4月 1日
     （酸単）第11996号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4001,0137,0 田中歯科医院 〒371-0852 （補管）第13号            平成 8年 4月 1日
     前歯137 前橋市総社町総社１６００－４
     027-252-9338  (027-253-7025)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4101,0140,4 蓮見歯科医院 〒371-0024 （補管）第60号            平成 8年 4月 1日
     前歯140 前橋市表町２－１－７
     027-221-1118  (027-221-1118)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4201,0141,2 金子歯科　朝日町クリ〒371-0014 （歯援診）第12号          平成28年 4月 1日
     前歯141 ニック 前橋市朝日町３－１６－１１ （補管）第108号           平成 8年 4月 1日
     027-221-1244  (027-221-1244)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月28日    5

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   4301,0143,8 山本歯科医院 〒371-0026 （歯訪診）第557号         平成29年 4月 1日
     前歯143 前橋市大手町３－１－１０教育会 （歯ＣＡＤ）第274号       平成26年 7月 1日
     館 （補管）第29号            平成 8年 4月 1日
     027-233-3699  (027-253-4757)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4401,0144,6 アクザワ歯科医院 〒379-2154 （歯ＣＡＤ）第457号       平成27年 2月 1日
     前歯144 前橋市天川大島町１０４１－７ （補管）第1号             平成 8年 4月 1日
     027-263-2641  (027-243-1365)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4501,0146,1 中村歯科医院 〒379-2141 （補管）第46号            平成14年 1月 1日
     前歯146 前橋市鶴光路町４９－１ （１７５）第251号         平成14年 4月 1日
     027-265-4711  (027-265-0526)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4601,0149,5 斉藤歯科医院 〒371-0022 （歯訪診）第353号         平成28年12月 1日
     前歯149 前橋市千代田町３－５－１４ （補管）第857号           平成 8年 4月 1日
     027-231-1604  (027-231-6446) （１７５）第272号         平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4701,0154,5 倉品歯科医院 〒371-0032 （歯技工）第4号           平成22年 4月 1日
     前歯154 前橋市若宮町４－２７－８ （補管）第71号            平成 8年 4月 1日
     027-232-4181  (027-233-3867)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4801,0155,2 前田歯科医院 〒371-0031 （歯訪診）第508号         平成29年 4月 1日
     前歯155 前橋市下小出町２－４２－９ （う蝕無痛）第63号        平成28年 2月 1日
     027-234-8276  (027-234-8276) （歯ＣＡＤ）第31号        平成26年 4月 1日
     （手術歯根）第39号        平成28年 2月 1日
     （補管）第52号            平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4901,0156,0 片平歯科医院 〒371-0811 （歯訪診）第136号         平成28年 7月 1日
     前歯156 前橋市朝倉町２－７－１３ （補管）第30号            平成 8年 4月 1日
     027-261-6482  (027-261-3718)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5001,0158,6 あい歯科医院 〒371-0805 （補管）第114号           平成 8年 4月 1日
     前歯158 前橋市南町３－３９－９ （１７５）第271号         平成14年 4月 1日
     027-221-8841  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5101,0161,0 蟻川歯科医院 〒379-2116 （補管）第718号           平成 8年 6月 1日
     前歯161 前橋市今井町９８０ （酸単）第12028号         平成29年 4月 1日
     027-268-3718  (027-268-6868)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5201,0162,8 町田歯科医院 〒371-0816 （歯訪診）第127号         平成28年 7月 1日
     前歯162 前橋市上佐鳥町６９－１ （歯ＣＡＤ）第469号       平成27年 3月 1日
     027-265-4656  (027-265-4656) （補管）第54号            平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5301,0163,6 大原歯科クリニック 〒371-0018 （歯リハ２）第111号       平成28年 4月 1日
     前歯163 前橋市三俣町３－２４－１ （手顕微加）第5号         平成28年 4月 1日
     027-233-7585  (027-223-7585) （根切顕微）第1号         平成28年 4月 1日
     （補管）第62号            平成11年 9月24日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月28日    6

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   5401,0164,4 野町歯科医院 〒371-0856 （歯ＣＡＤ）第351号       平成26年 9月 1日
     前歯164 前橋市総社町高井５８－１ （補管）第103号           平成 8年 4月 1日
     027-253-8255  (027-254-8255) （１７５）第388号         平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5501,0165,1 城南歯科医院 〒379-2108 （歯訪診）第8号           平成28年 4月 1日
     前歯165 前橋市鶴が谷町１４－２ （歯リハ２）第100号       平成26年12月 1日
     027-268-3121  (027-268-3121) （歯ＣＡＤ）第101号       平成26年 4月 1日
     （補管）第677号           平成 8年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5601,0166,9 あらい歯科医院 〒371-0035 （歯訪診）第9号           平成28年 4月 1日
     前歯166 前橋市岩神町３－５－９ （歯ＣＡＤ）第40号        平成26年 4月 1日
     027-233-0118  (027-231-6512) （ＧＴＲ）第2号           平成20年 4月 1日
     （補管）第101号           平成 8年 4月 1日
     （酸単）第12033号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5701,0167,7 にいはら歯科医院 〒371-0854 （歯訪診）第10号          平成28年 4月 1日
     前歯167 前橋市大渡町１－１７－５ （歯ＣＡＤ）第691号       平成29年 8月 1日
     027-252-2221  (027-252-2126) （補管）第51号            平成 8年 4月 1日
     （１７５）第395号         平成14年 4月 1日
     （酸単）第11331号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5801,0169,3 田辺歯科医院 〒371-0017 （歯訪診）第466号         平成29年 3月 1日
     前歯169 前橋市日吉町２－２０－５ （補管）第77号            平成 8年 4月 1日
     027-233-4943  (027-235-9035)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5901,0171,9 エルム歯科 〒371-0017 （補管）第19号            平成13年 4月 2日
     前歯171 前橋市日吉町３－１０－３
     027-234-9279  (027-234-9279)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6001,0172,7 白石歯科医院 〒371-0825 （か強診）第65号          平成29年 4月 1日
     前歯172 前橋市大利根町１－３７－６ （歯訪診）第440号         平成29年 2月 1日
     027-254-0202  (027-254-0202) （歯ＣＡＤ）第7号         平成26年 4月 1日
     （補管）第38号            平成 8年 4月 1日
     （酸単）第11332号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6101,0173,5 桃木歯科医院 〒371-0054 （歯ＣＡＤ）第495号       平成27年 6月 1日
     前歯173 前橋市下細井町５８５－４ （補管）第670号           平成 8年 5月 1日
     027-233-8855  (027-233-8996)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6201,0174,3 宮崎歯科医院 〒371-0822 （外来環）第266号         平成29年 4月 1日
     前歯174 前橋市下新田町５９０－３ （歯訪診）第554号         平成29年 4月 1日
     027-253-6008  (027-253-6045) （歯ＣＡＤ）第667号       平成29年 4月 1日
     （補管）第693号           平成 8年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6301,0175,0 上田歯科医院 〒379-2122 （歯ＣＡＤ）第562号       平成28年 4月 1日
     前歯175 前橋市駒形町５０５－１８ （補管）第100号           平成 8年 4月 1日
     027-266-7291  (027-266-7291) （酸単）第11333号         平成29年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月28日    7

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   6401,0176,8 小川歯科クリニック 〒371-0046 （歯ＣＡＤ）第742号       平成30年 2月 1日
     前歯176 前橋市川原町３７６－１９７ （補管）第4号             平成 8年 4月 1日
     027-234-8881  (027-234-8881) （酸単）第11334号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6501,0177,6 橋本歯科医院 〒371-0801 （歯訪診）第584号         平成29年 4月 1日
     前歯177 前橋市文京町３－２９－３ （補管）第96号            平成 8年 4月 1日
     027-223-3977  (027-223-3977)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6601,0178,4 こばやし歯科医院 〒379-2122 （歯訪診）第432号         平成29年 3月 1日
     前歯178 前橋市駒形町６５３－６ （う蝕無痛）第1号         平成20年 4月 1日
     0272-66-5008  (027-266-3710) （手術歯根）第6号         平成22年 4月 1日
     （補管）第78号            平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6701,0182,6 エイト歯科医院 〒379-2154 （歯訪診）第589号         平成29年 4月 1日
     前歯182 前橋市天川大島町１４６０ （歯ＣＡＤ）第291号       平成26年 7月 1日
     027-261-4878  (027-261-4809) （補管）第44号            平成 8年 4月 1日
     （酸単）第11335号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6801,0184,2 岡田歯科医院 〒371-0037 （歯訪診）第11号          平成28年 4月 1日
     前歯184 前橋市上小出町１－２４－７ （歯リハ２）第112号       平成28年 4月 1日
     027-235-3508  (027-235-3508) （歯ＣＡＤ）第8号         平成26年 4月 1日
     （補管）第49号            平成 8年 4月 1日
     （酸単）第12010号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6901,0185,9 おおたけ歯科医院 〒371-0044 （歯訪診）第365号         平成28年12月 1日
     前歯185 前橋市荒牧町一丁目１２番地８ （歯リハ２）第14号        平成26年 4月 1日
     027-231-5303  (027-231-5303) （歯ＣＡＤ）第44号        平成26年 4月 1日
     （補管）第95号            平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7001,0186,7 佐野歯科医院 〒370-3573 （外来環）第58号          平成20年 7月 1日
     前歯186 前橋市青梨子町５６３－２ （医管）第4号             平成16年 4月 1日
     0272-55-1010  (0272-55-1011) （か強診）第33号          平成28年 8月 1日
     （歯援診）第29号          平成29年 3月 1日
     （歯訪診）第12号          平成28年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第754号       平成30年 3月 1日
     （補管）第56号            平成 8年 4月 1日
     （酸単）第11336号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7101,0188,3 井上デンタルクリニッ〒379-2133 （歯ＣＡＤ）第93号        平成26年 4月 1日
     前歯188 ク 前橋市中内町１６６－９ （補管）第41号            平成 8年 4月 1日
     027-267-0100  (027-267-0100)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7201,0189,1 石井歯科医院 〒371-0037 （歯援診）第22号          平成28年10月 1日
     前歯189 前橋市上小出町３－４７－５ （歯ＣＡＤ）第258号       平成26年 7月 1日
     027-235-2758  (027-235-2981) （補管）第672号           平成 8年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月28日    8

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   7301,0191,7 小山歯科医院 〒371-0004 （外来環）第101号         平成22年 2月 1日
     前歯191 前橋市亀泉町２６５－７２ （医管）第195号           平成28年 4月 1日
     027-269-0418  (027-269-0418) （か強診）第1号           平成28年 4月 1日
     （歯援診）第66号          平成28年 4月 1日
     （在歯管）第37号          平成28年 4月 1日
     （在推進）第11号          平成28年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第125号       平成26年 4月 1日
     （補管）第118号           平成 8年 4月 1日
     （酸単）第11338号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7401,0192,5 前橋歯科クリニック 〒371-0017 （補管）第5号             平成 8年 4月 1日
     前歯192 前橋市日吉町４－３９－１
     027-233-2077  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7501,0193,3 やすだ矯正歯科 〒371-0044 （補管）第68号            平成 8年 4月 1日
     前歯193 前橋市荒牧町２丁目１１－７ （矯診）第28号            平成22年 4月 1日
     027-236-7070  (027-236-7071) （顎診）第5号             平成12年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7601,0194,1 さいとう　矯正歯科 〒371-0805 （矯診）第30号            平成22年 4月 1日
     前歯194 前橋市南町４－１６－３サウスス （顎診）第3号             平成 9年 5月 1日
     クェア１Ｆ
     027-223-5141  (027-223-5141)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7701,0195,8 内藤歯科医院 〒371-0805 （歯訪診）第569号         平成29年 4月 1日
     前歯195 前橋市南町３－１０－３ （補管）第69号            平成 8年 4月 1日
     027-223-7110  (027-223-7110)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7801,0198,2 おりはら歯科医院 〒371-0131 （歯訪診）第240号         平成28年 9月 1日
     前歯198 前橋市鳥取町８４７－５ （補管）第898号           平成14年 4月 1日
     027-264-0880  (027-264-0907)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7901,0200,6 小泉歯科クリニック 〒379-2132 （歯訪診）第623号         平成29年 9月 1日
     前歯200 前橋市東善町１７０－４３ （歯ＣＡＤ）第745号       平成30年 2月 1日
     027-290-4188  (027-270-4189) （補管）第729号           平成 8年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8001,0201,4 天笠歯科医院 〒371-0002 （外来環）第125号         平成24年 4月 1日
     前歯201 前橋市江木町４０－２ （歯訪診）第145号         平成28年 8月 1日
     027-261-7722  (027-261-7722) （歯ＣＡＤ）第450号       平成27年 2月 1日
     （補管）第740号           平成 8年12月 1日
     （酸単）第11339号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8101,0203,0 宮下歯科医院 〒371-0026 （補管）第772号           平成 9年12月 1日
     前歯203 前橋市大手町３－４－１０ （１７５）第542号         平成14年 4月 1日
     027-233-1645  (027-233-1645)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月28日    9

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   8201,0205,5 田新歯科クリニック 〒371-0025 （歯訪診）第606号         平成29年 4月 1日
     前歯205 前橋市紅雲町２－２８－１１ （歯ＣＡＤ）第648号       平成28年12月 1日
     027-221-3113  (027-221-3324) （補管）第782号           平成10年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8301,0206,3 布川歯科医院 〒371-0023 （歯援診）第9号           平成29年 3月 1日
     前歯206 前橋市本町３－１－２０ （歯訪診）第13号          平成28年 4月 1日
     027-221-1515  (027-221-1517) （歯ＣＡＤ）第331号       平成26年 8月 1日
     （補管）第55号            平成10年 6月 1日
     （酸単）第11340号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8401,0207,1 つつみ歯科医院 〒371-0013 （外来環）第6号           平成20年 4月 1日
     前歯207 前橋市西片貝町３－２８６－５ （医管）第79号            平成16年 5月 1日
     027-220-5300  (027-220-5300) （歯訪診）第14号          平成28年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第118号       平成26年 4月 1日
     （ＧＴＲ）第4号           平成20年 4月 1日
     （補管）第784号           平成10年 7月 1日
     （酸単）第11341号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8501,0209,7 かなやま歯科クリニッ〒371-0014 （外来環）第81号          平成20年10月 1日
     前歯209 ク 前橋市朝日町３－２４－９ （歯ＣＡＤ）第319号       平成26年 8月 1日
     027-243-2800  (027-243-2801) （補管）第848号           平成12年 7月 1日
     （酸単）第11342号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8601,0213,9 斉藤歯科医院 〒371-0846 （歯訪診）第638号         平成30年 3月 1日
     前歯213 前橋市元総社町１－８－１７ （補管）第858号           平成12年10月 1日
     027-255-4618  (027-255-4618)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8701,0214,7 なぎさデンタルクリニ〒371-0133 （歯訪診）第447号         平成29年 3月 1日
     前歯214 ック 前橋市端気町３７４－１２ （歯ＣＡＤ）第115号       平成26年 4月 1日
     027-264-1184  (027-264-1185) （補管）第861号           平成12年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8801,0215,4 ほりぐち歯科医院 〒371-0037 （う蝕無痛）第67号        平成28年 4月 1日
     前歯215 前橋市上小出町２－３８－３ （歯ＣＡＤ）第377号       平成26年10月 1日
     027-230-8111  (027-230-8112) （手術歯根）第42号        平成28年 4月 1日
     （補管）第867号           平成13年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8901,0216,2 かめい歯科医院 〒371-0046 （外来環）第8号           平成20年 4月 1日
     前歯216 前橋市川原町一丁目８番地１３ （医管）第229号           平成28年 5月 1日
     027-219-1188  (027-219-1187) （歯訪診）第75号          平成28年 5月 1日
     （歯リハ２）第113号       平成28年 5月 1日
     （手顕微加）第32号        平成29年 9月 1日
     （う蝕無痛）第46号        平成26年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第735号       平成30年 2月 1日
     （手術歯根）第24号        平成26年 4月 1日
     （根切顕微）第28号        平成29年 9月 1日
     （補管）第870号           平成13年 5月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月28日   10

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   9001,0217,0 ふせじま歯科医院 〒371-0007 （歯ＣＡＤ）第245号       平成26年 6月 1日
     前歯217 前橋市上泉町３１３９ （補管）第875号           平成13年 7月 1日
     027-264-1188  (027-264-1189)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9101,0218,8 上村矯正歯科診療所 〒371-0805
     前歯218 前橋市南町３－５０－３
     027-221-1226  (027-221-4418)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9201,0219,6 赤城矯正歯科 〒371-0016
     前歯219 前橋市城東町１－２３－９
     027-235-3007  (027-235-3007)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9301,0220,4 しきしま歯科クリニッ〒371-0035 （歯訪診）第134号         平成28年 7月 1日
     前歯220 ク 前橋市岩神町４－１２－１８－１ （歯ＣＡＤ）第198号       平成26年 5月 1日
     027-232-0780  (020-232-0760) （補管）第884号           平成13年12月 1日
     （酸単）第11343号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9401,0221,2 ひまわり歯科医院 〒371-0801 （歯ＣＡＤ）第391号       平成26年10月 1日
     前歯221 前橋市文京町２－１３－３ （補管）第927号           平成14年 5月 1日
     027-226-8000  (027-226-8001)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9501,0222,0 矢内歯科医院 〒371-0018 （歯訪診）第453号         平成29年 3月 1日
     前歯222 前橋市三俣町２－１２－２３ （歯ＣＡＤ）第541号       平成28年 1月 1日
     027-233-8817  (027-233-3006) （補管）第32号            平成18年 3月29日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9601,0223,8 インター歯科クリニッ〒379-2121 （歯ＣＡＤ）第749号       平成30年 3月 1日
     前歯223 ク 前橋市小屋原町３８１ （補管）第951号           平成15年 5月 1日
     027-266-9337  (027-266-9337)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9701,0227,9 ちょうさ歯科クリニッ〒371-0016 （歯訪診）第505号         平成29年 4月 1日
     前歯227 ク 前橋市城東町４－２－１６ （補管）第959号           平成15年 8月 1日
     027-231-8002  (027-231-8002) （１７５）第565号         平成15年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9801,0230,3 田中デンタルクリニッ〒371-0831 （歯訪診）第417号         平成29年 2月 1日
     前歯230 ク 前橋市小相木町１－８－１８ （う蝕無痛）第70号        平成28年 5月 1日
     027-256-8000  (027-256-8001) （歯ＣＡＤ）第277号       平成26年 7月 1日
     （手術歯根）第45号        平成28年 5月 1日
     （ＧＴＲ）第28号          平成20年 4月 1日
     （補管）第970号           平成15年10月15日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9901,0231,1 ことぶき歯科クリニッ〒379-2122 （外来環）第300号         平成29年11月 1日
     前歯231 ク 前橋市駒形町３８６ （歯ＣＡＤ）第622号       平成28年 7月 1日
     027-266-8004  (027-289-0018) （補管）第976号           平成16年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月28日   11

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  10001,0232,9 昭和大橋歯科医院 〒379-2146 （歯ＣＡＤ）第511号       平成27年 8月 1日
     前歯232 前橋市公田町６９８－１ （根切顕微）第27号        平成29年 8月 1日
     027-265-7166  (027-265-7166) （補管）第987号           平成16年 7月 1日
     （酸単）第11345号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10101,0234,5 ひとみ歯科医院 〒371-0046 （歯ＣＡＤ）第354号       平成26年10月 1日
     前歯234 前橋市川原町３７６－７５ （補管）第1005号          平成17年 5月 1日
     027-235-5133  (027-235-5133)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10201,0236,0 うらの歯科平和町クリ〒371-0027 （歯ＣＡＤ）第744号       平成30年 2月 1日
     前歯236 ニック 前橋市平和町２－１２－３ （補管）第1003号          平成17年 4月 1日
     027-260-1616  (027-260-1626)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10301,0237,8 とねばし歯科医院 〒371-0841 （補管）第1006号          平成17年 5月 1日
     前歯237 前橋市石倉町１－１３－２３
     027-280-4618  (027-280-4620)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10401,0240,2 柳町歯科医院 〒371-0214 （外来環）第122号         平成24年 3月 1日
     前歯240 前橋市粕川町女渕４２３－１ （医管）第179号           平成27年 1月 1日
     027-230-6480  (027-230-6474) （か強診）第31号          平成28年 6月 1日
     （歯訪診）第70号          平成28年 5月 1日
     （歯ＣＡＤ）第276号       平成26年 7月 1日
     （ＧＴＲ）第6号           平成20年 4月 1日
     （補管）第1039号          平成18年 7月 1日
     （酸単）第11346号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10501,0241,0 みやた歯科クリニック〒379-2154 （歯ＣＡＤ）第324号       平成26年 8月 1日
     前歯241 前橋市天川大島町三丁目５９－２ （補管）第1041号          平成18年 9月 1日
     １
     027-287-1207  (027-287-1207)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10601,0244,4 すがわら歯科クリニッ〒379-2166 （歯訪診）第298号         平成28年10月 1日
     前歯244 ク 前橋市野中町４２９－２ （補管）第1052号          平成19年 3月 1日
     027-263-0007  (027-263-0018)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10701,0245,1 くどう歯科クリニック〒371-0051 （外来環）第140号         平成24年 7月 1日
     前歯245 前橋市上細井町１９４４番地４ （か強診）第52号          平成29年 1月 1日
     027-234-5710  (027-234-5712) （歯援診）第60号          平成28年 4月 1日
     （歯訪診）第15号          平成28年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第439号       平成27年 1月 1日
     （補管）第1064号          平成19年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10801,0246,9 新井歯科医院 〒371-0834 （外来環）第192号         平成27年 1月 1日
     前歯246 前橋市後家町１３８番地３ （医管）第256号           平成29年 2月 1日
     027-251-3918  (027-251-3918) （歯訪診）第399号         平成29年 2月 1日
     （歯ＣＡＤ）第559号       平成28年 4月 1日
     （補管）第1071号          平成19年12月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月28日   12

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  10901,0248,5 アルファデンタルオフ〒371-0122 （歯ＣＡＤ）第563号       平成28年 4月 1日
     前歯248 ィス 前橋市小坂子町８７９－５ （補管）第1084号          平成20年 7月 1日
     027-264-1132  (027-264-1172)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11001,0249,3 サトウ歯科医院 〒371-0847 （歯訪診）第393号         平成29年 2月 1日
     前歯249 前橋市大友町１－３－５ （歯技工）第7号           平成22年 4月 1日
     027-251-8049  (027-251-8049) （補管）第28号            平成20年 3月 1日
     （１７５）第267号         平成20年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11101,0251,9 今井歯科医院 〒371-0121 （補管）第1096号          平成21年 1月 1日
     前歯251 前橋市金丸町９６－１２
     027-212-8309  (027-212-8309)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11201,0252,7 なかざと歯科医院 〒371-0852 （外来環）第310号         平成30年 2月 1日
     前歯252 前橋市総社町総社２７２３－２ （歯ＣＡＤ）第603号       平成28年 5月 1日
     027-289-2253  (027-289-2253) （補管）第1106号          平成21年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11301,0253,5 おおさわ歯科医院 〒379-2161 （歯ＣＡＤ）第420号       平成26年12月 1日
     前歯253 前橋市富田町２７１７－１ （補管）第1107号          平成21年 6月 1日
     027-289-2418  (027-289-2418)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11401,0255,0 かがみ歯科クリニック〒371-0837 （歯訪診）第446号         平成29年 3月 1日
     前歯255 前橋市箱田町６８２－４ （歯ＣＡＤ）第410号       平成26年11月 1日
     027-289-4474  （補管）第1124号          平成21年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11501,0256,8 しながわ歯科クリニッ〒371-0007 （歯訪診）第151号         平成28年 8月 1日
     前歯256 ク 前橋市上泉町１０５番９ （歯ＣＡＤ）第344号       平成26年 9月 1日
     027-289-0777  (027-289-0778) （補管）第1125号          平成22年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11601,0257,6 ふくしま歯科医院 〒379-2144 （歯ＣＡＤ）第411号       平成26年11月 1日
     前歯257 前橋市下川町１５－１ （補管）第1133号          平成22年 4月 1日
     027-265-3200  (027-265-3200)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11701,0258,4 狩野歯科口腔外科医院〒371-0032 （外来環）第133号         平成24年 6月 1日
     前歯258 前橋市若宮町三丁目１５番１１号 （医管）第163号           平成24年 6月 1日
     027-289-5378  (027-289-5379) （か強診）第2号           平成28年 4月 1日
     （歯訪診）第16号          平成28年 4月 1日
     （歯リハ２）第99号        平成26年 7月 1日
     （手顕微加）第1号         平成28年 4月 1日
     （う蝕無痛）第35号        平成24年 7月 1日
     （歯ＣＡＤ）第414号       平成26年11月 1日
     （手術歯根）第12号        平成24年 7月 1日
     （ＧＴＲ）第51号          平成22年 5月 1日
     （根切顕微）第2号         平成28年 4月 1日
     （補管）第1137号          平成22年 5月 1日
     （酸単）第11357号         平成29年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月28日   13

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  11801,0259,2 森デンタルクリニック〒371-0001 （歯ＣＡＤ）第542号       平成28年 1月 1日
     前歯259 前橋市荻窪町１２００－４ （補管）第1140号          平成22年 6月 1日
     027-289-5656  (027-289-5657)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11901,0260,0 さとみ歯科医院 〒379-2122 （歯援診）第45号          平成28年 8月 1日
     前歯260 前橋市駒形町１６１－１ （在歯管）第24号          平成24年 4月 1日
     027-289-8148  (027-289-8149) （補管）第1331号          平成28年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12001,0261,8 歯科クリニック・スズ〒371-0032 （補管）第1152号          平成22年10月18日
     前歯261 キ 前橋市若宮町２－１１－２１ （酸単）第11347号         平成29年 4月 1日
     027-235-4618  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12101,0263,4 あおなし歯科クリニッ〒371-0846 （歯ＣＡＤ）第250号       平成26年 6月 1日
     前歯263 ク 前橋市元総社町二丁目２０－１８ （補管）第1168号          平成23年 4月 1日
     027-255-0050  （酸単）第11349号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12201,0264,2 中央大橋歯科クリニッ〒371-0854 （歯ＣＡＤ）第555号       平成28年 3月 1日
     前歯264 ク 前橋市大渡町１－７－１７ （補管）第1165号          平成23年 5月 1日
     027-288-0418  (027-288-0414)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12301,0265,9 野口歯科医院 〒371-0841 （歯ＣＡＤ）第314号       平成26年 7月 1日
     前歯265 前橋市石倉町１－１２－７ （補管）第1170号          平成23年 6月 1日
     027-226-6460  (027-226-6460)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12401,0267,5 間仁田歯科医院　前橋〒370-3574 （歯訪診）第456号         平成29年 3月 1日
     前歯267 オフィス 前橋市清野町５－３ （歯ＣＡＤ）第241号       平成26年 6月 1日
     027-251-9252  (027-226-6123) （補管）第1182号          平成24年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12501,0268,3 そりまち歯科クリニッ〒371-0814 （補管）第1204号          平成24年11月 1日
     前歯268 ク 前橋市宮地町３３６番１
     027-212-2525  (027-212-2526)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12601,0269,1 前橋宮久保歯科 〒371-0048 （外来環）第153号         平成25年 4月 1日
     前歯269 前橋市田口町３８５－１ （医管）第168号           平成25年 4月 1日
     027-212-1118  (027-212-1119) （か強診）第3号           平成28年 4月 1日
     （在歯管）第26号          平成25年 4月 1日
     （歯訪診）第579号         平成29年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第461号       平成27年 3月 1日
     （ＧＴＲ）第62号          平成25年 4月 1日
     （補管）第1215号          平成25年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12701,0270,9 たけだ歯科クリニック〒371-0013 （歯訪診）第498号         平成29年 4月 1日
     前歯270 前橋市西片貝町３丁目５０番地 （歯ＣＡＤ）第301号       平成26年 7月 1日
     027-289-8989  （補管）第1217号          平成25年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月28日   14

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  12801,1018,1 前橋市歯科医師会休日〒371-0035 （１７５）第529号         平成14年 5月 1日
     前歯1018 診療所 前橋市岩神町２－１９－９ （酸単）第11350号         平成29年 4月 1日
     027-232-2046  (027-234-9016)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12901,1021,5 群馬県歯科総合衛生セ〒371-0847 （外来環）第132号         平成24年 5月 1日
     前歯1021 ンター 前橋市大友町１－５－１７ （歯特連）第5号           平成22年 4月 1日
     027-252-0391  (027-253-6407) （医管）第264号           平成29年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第488号       平成27年 5月 1日
     （補管）第897号           平成14年 4月 1日
     （酸単）第11351号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13001,1024,9 医療法人　本間歯科医〒371-0017 （歯訪診）第585号         平成29年 4月 1日
     前歯1024 院 前橋市日吉町１－３－１ （補管）第17号            平成 8年 4月 1日
     027-233-0418  (027-233-0418)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13101,1025,6 六供町歯科医院 〒371-0804 （歯訪診）第543号         平成29年 4月 1日
     前歯1025 前橋市六供町４６７ （補管）第39号            平成11年 6月10日
     027-221-4451  (027-221-4452) （酸単）第11353号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13201,1026,4 前橋中央歯科医院 〒371-0015 （歯ＣＡＤ）第526号       平成27年10月 1日
     前歯1026 前橋市三河町１－３－６ （歯技工）第8号           平成22年 4月 1日
     027-224-4444  (027-224-0289) （補管）第123号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13301,1027,2 細谷歯科クリニック 〒371-0846 （歯ＣＡＤ）第143号       平成26年 4月 1日
     前歯1027 前橋市元総社町１３０－１ （補管）第6号             平成 8年 4月 1日
     027-252-6137  (027-252-6137)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13401,1029,8 武内歯科医院 〒379-2161 （歯訪診）第73号          平成28年 5月 1日
     前歯1029 前橋市富田町１２１８－４ （歯ＣＡＤ）第737号       平成30年 2月 1日
     027-268-3338  (027-268-3338) （補管）第42号            平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13501,1031,4 医療法人小野里歯科医〒371-0835 （外来環）第9号           平成20年 4月 1日
     前歯1031 院 前橋市前箱田町４４番１ （医管）第257号           平成29年 2月 1日
     027-253-3855  (027-253-3870) （補管）第80号            平成19年 3月22日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13601,1033,0 医療法人　杉山歯科医〒371-0056 （外来環）第228号         平成28年 7月 1日
     前歯1033 院 前橋市青柳町８４５－６ （か強診）第93号          平成30年 3月 1日
     027-232-1260  (027-232-1225) （手顕微加）第2号         平成28年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第564号       平成28年 4月 1日
     （補管）第10号            平成 8年 4月 1日
     （酸単）第11354号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月28日   15

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  13701,1034,8 青葉歯科医院 〒379-2166 （外来環）第10号          平成20年 4月 1日
     前歯1034 前橋市野中町８６－１ （医管）第190号           平成28年 4月 1日
     027-261-7130  (027-261-7137) （歯訪診）第17号          平成28年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第132号       平成26年 4月 1日
     （ＧＴＲ）第7号           平成20年 4月 1日
     （補管）第84号            平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13801,1035,5 米田歯科医院 〒371-0056 （補管）第66号            平成15年 5月 6日
     前歯1035 前橋市青柳町３６１番地１ （１７５）第266号         平成15年 5月 6日
     027-231-7590  (027-231-7280)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13901,1036,3 前橋中央歯科医院　荒〒379-2106 （歯ＣＡＤ）第525号       平成27年10月 1日
     前歯1036 子町診療所 前橋市荒子町１５９９－８ （歯技工）第10号          平成22年 4月 1日
     027-268-6666  (027-268-6060) （補管）第124号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14001,1038,9 協立歯科クリニック 〒371-0811 （外来環）第146号         平成24年10月 1日
     前歯1038 前橋市朝倉町８３０－１ （医管）第274号           平成29年 8月 1日
     027-265-6601  (027-265-6603) （か強診）第4号           平成28年 4月 1日
     （歯援診）第50号          平成29年 3月 1日
     （歯ＣＡＤ）第565号       平成28年 4月 1日
     （歯技工）第11号          平成22年 4月 1日
     （補管）第738号           平成 8年11月 1日
     （酸単）第11356号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14101,1039,7 医療法人　社団　もり〒371-0803 （外来環）第91号          平成21年 5月 1日
     前歯1039 歯科医院 前橋市天川原町二丁目１０番地１ （医管）第278号           平成29年 8月 1日
     ３ （か強診）第88号          平成29年12月 1日
     027-243-3718  (027-243-3341) （歯訪診）第221号         平成28年 9月 1日
     （歯ＣＡＤ）第332号       平成26年 8月 1日
     （歯技工）第12号          平成22年 4月 1日
     （補管）第64号            平成10年12月 1日
     （酸単）第11357号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14201,1040,5 ほさか歯科 〒371-0851 （手術歯根）第14号        平成25年 1月 1日
     前歯1040 前橋市総社町植野４５４ （歯技工）第13号          平成22年 4月 1日
     027-253-8686  (027-253-8689) （補管）第47号            平成12年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14301,1042,1 豊泉歯科医院 〒371-0812 （外来環）第144号         平成24年 9月 1日
     前歯1042 前橋市広瀬町３－１５－１ （歯ＣＡＤ）第100号       平成26年 4月 1日
     027-266-2345  (027-266-4546) （補管）第116号           平成13年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14401,1044,7 いちかわ歯科医院 〒371-0052 （外来環）第110号         平成22年11月 1日
     前歯1044 前橋市上沖町１５２－２ （医管）第184号           平成27年 3月 1日
     027-260-6166  (027-260-6167) （歯訪診）第402号         平成29年 2月 1日
     （歯ＣＡＤ）第728号       平成30年 1月 1日
     （補管）第814号           平成13年11月 1日
     （酸単）第11358号         平成29年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月28日   16

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  14501,1045,4 新井歯科医院 〒371-0015 （外来環）第11号          平成20年 4月 1日
     前歯1045 前橋市三河町２－６－６ （歯ＣＡＤ）第74号        平成26年 4月 1日
     027-224-5355  (027-224-0404) （補管）第34号            平成14年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14601,1046,2 大竹歯科口腔外科クリ〒371-0821 （外来環）第35号          平成20年 5月 1日
     前歯1046 ニック 前橋市上新田町６２０番地３ （医管）第88号            平成16年 9月 1日
     027-210-5070  (027-210-5070) （歯訪診）第364号         平成28年12月 1日
     （歯リハ２）第15号        平成26年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第45号        平成26年 4月 1日
     （補管）第838号           平成14年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14701,1047,0 なかの矯正歯科 〒371-0044 （補管）第1032号          平成18年 4月 1日
     前歯1047 前橋市荒牧町１３番地１０８ （矯診）第31号            平成22年 4月 1日
     027-237-4187  (027-237-4187) （顎診）第10号            平成19年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14801,1048,8 医療法人社団相明会文〒371-0801 （歯援診）第53号          平成29年 3月 1日
     前歯1048 京歯科医院 前橋市文京町１－８－１３ （歯ＣＡＤ）第750号       平成30年 3月 1日
     027-223-3734  (027-223-3734) （補管）第958号           平成16年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14901,1049,6 神田歯科医院 〒371-0805 （外来環）第12号          平成20年 4月 1日
     前歯1049 前橋市南町三丁目７６番地１０ （医管）第3号             平成18年 5月 1日
     027-224-8543  (027-212-1639) （在歯管）第25号          平成24年 7月 1日
     （手顕微加）第3号         平成28年 4月 1日
     （根切顕微）第3号         平成28年 4月 1日
     （補管）第85号            平成18年 5月 1日
     （酸単）第11359号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15001,1050,4 あすなろ歯科 〒371-0221 （外来環）第247号         平成28年10月 1日
     前歯1050 前橋市樋越町７３６番地３ （医管）第245号           平成28年10月 1日
     027-280-2003  (027-283-7891) （か強診）第47号          平成28年10月 1日
     （歯訪診）第18号          平成28年 4月 1日
     （補管）第945号           平成18年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15101,1051,2 カンダデンタル・けや〒371-0801 （外来環）第108号         平成22年10月 1日
     前歯1051 きウォーク 前橋市文京町二丁目１番１号　１ （手顕微加）第4号         平成28年 4月 1日
     Ｆ （根切顕微）第4号         平成28年 4月 1日
     027-212-0539  (027-212-0538) （補管）第1055号          平成19年 4月 1日
     （酸単）第12039号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15201,1052,0 医療法人村山歯科　村〒371-0846 （歯ＣＡＤ）第521号       平成27年 9月 1日
     前歯1052 山歯科クリニック 前橋市元総社町２４番地１ （補管）第26号            平成19年 4月 1日
     027-251-2756  (027-253-0502)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月28日   17

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  15301,1053,8 袋歯科医院 〒371-0022 （外来環）第45号          平成20年 6月 1日
     前歯1053 前橋市千代田町三丁目６番６号 （医管）第2号             平成19年 5月 1日
     027-231-5320  (027-260-1630) （か強診）第5号           平成28年 4月 1日
     （歯援診）第25号          平成29年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第129号       平成26年 4月 1日
     （歯技工）第73号          平成22年 5月 1日
     （ＧＴＲ）第8号           平成20年 4月 1日
     （補管）第27号            平成19年 5月 1日
     （矯診）第36号            平成22年 5月 1日
     （酸単）第11361号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15401,1054,6 前橋デンタルケアクリ〒371-0007 （補管）第1020号          平成19年 5月 1日
     前歯1054 ニック 前橋市上泉町６８１番地１
     027-231-3200  (027-231-3200)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15501,1055,3 はが歯科医院 〒371-0123 （外来環）第207号         平成27年 7月 1日
     前歯1055 前橋市高花台一丁目９番地２ （医管）第273号           平成29年 7月 1日
     027-269-3055  (027-269-3056) （か強診）第6号           平成28年 4月 1日
     （歯援診）第18号          平成28年 4月 1日
     （在歯管）第61号          平成29年 9月 1日
     （歯訪診）第19号          平成28年 4月 1日
     （外後発使）第253号       平成29年 9月 1日
     （歯ＣＡＤ）第289号       平成26年 7月 1日
     （補管）第15号            平成20年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15601,1056,1 医療法人社団康寧会　〒371-0804 （歯援診）第51号          平成29年 4月 1日
     前歯1056 よこはま歯科 前橋市六供町１１９６－１ （補管）第1131号          平成22年 2月 1日
     027-243-2201  (027-243-2201)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15701,1057,9 リタ歯科クリニック 〒371-0007 （外来環）第102号         平成22年 4月 1日
     前歯1057 前橋市上泉町６７７番地の７ （か強診）第40号          平成28年 9月 1日
     027-289-4488  (027-289-4480) （歯訪診）第228号         平成28年 9月 1日
     （歯ＣＡＤ）第294号       平成26年 7月 1日
     （補管）第1136号          平成22年 4月 1日
     （酸単）第11995号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15801,1058,7 斉藤歯科クリニック 〒371-0823 （歯ＣＡＤ）第19号        平成26年 4月 1日
     前歯1058 前橋市川曲町１９番地３ （補管）第1186号          平成24年 2月 1日
     027-256-7277  (027-280-6331)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月28日   18

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  15901,1059,5 こたけ歯科クリニック〒371-0104 （外来環）第145号         平成24年 8月 1日
     前歯1059 前橋市富士見町時沢５１５番地 （か強診）第57号          平成29年 2月 1日
     027-226-1100  (027-226-1101) （歯訪診）第420号         平成29年 2月 1日
     （う蝕無痛）第40号        平成25年11月 1日
     （歯ＣＡＤ）第412号       平成26年11月 1日
     （手術歯根）第18号        平成25年11月 1日
     （ＧＴＲ）第58号          平成24年 8月 1日
     （補管）第1201号          平成24年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16001,2001,6 河合歯科医院 〒371-0024 （補管）第9号             平成16年 3月16日
     前歯19 前橋市表町１－１３－７ （１７５）第264号         平成16年 3月16日
     027-221-6853  (027-224-3559)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16101,3000,7 上州総合歯科医院 〒371-0013 （外来環）第273号         平成29年 5月 1日
     前歯3000 前橋市西片貝町１－２８７－２８ （か強診）第74号          平成29年 8月 1日
     しきしまビル１０１ （歯訪診）第122号         平成28年 7月 1日
     027-225-6480  (027-225-6481) （歯ＣＡＤ）第141号       平成26年 4月 1日
     （ＧＴＲ）第65号          平成25年 8月 1日
     （補管）第1227号          平成25年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16201,3001,5 佐山歯科医院 〒379-2115 （歯訪診）第608号         平成29年 4月 1日
     前歯3001 前橋市笂井町４０－１ （歯ＣＡＤ）第543号       平成28年 1月 1日
     027-226-6812  （補管）第1233号          平成25年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16301,3002,3 さた歯科診療所 〒371-0223 （歯ＣＡＤ）第376号       平成26年10月 1日
     前歯3002 前橋市大胡町３９７番３ （ＧＴＲ）第66号          平成25年11月 1日
     027-289-4184  (027-289-4184) （補管）第1235号          平成25年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16401,3003,1 なかじま歯科クリニッ〒371-0044 （外来環）第164号         平成25年12月 1日
     前歯3003 ク 前橋市荒牧町二丁目１９番地１６ （歯ＣＡＤ）第736号       平成30年 2月 1日
     027-234-8143  (027-234-8143) （ＧＴＲ）第68号          平成25年12月 1日
     （補管）第1242号          平成25年12月 1日
     （酸単）第11363号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16501,3004,9 前橋みなみ歯科 〒379-2143 （歯ＣＡＤ）第244号       平成26年 6月 1日
     前歯3004 前橋市新堀町１８　ベイシア前橋 （補管）第1238号          平成25年12月 1日
     みなみモール内
     027-287-4666  (027-287-4667)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月28日   19

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  16601,3005,6 医療法人社団隆久会青〒371-0056 （外来環）第165号         平成25年12月 4日
     前歯3005 柳歯科クリニック 前橋市青柳町１３３－８ （医管）第199号           平成28年 4月 1日
     027-234-6480  (027-234-6482) （か強診）第7号           平成28年 4月 1日
     （歯援診）第64号          平成29年 4月 1日
     （在歯管）第28号          平成25年12月 4日
     （歯地連）第17号          平成25年12月 4日
     （在推進）第9号           平成28年 4月 1日
     （歯リハ２）第109号       平成28年 4月 1日
     （う蝕無痛）第56号        平成26年10月 1日
     （歯ＣＡＤ）第566号       平成28年 4月 1日
     （手術歯根）第31号        平成26年10月 1日
     （歯技工）第85号          平成25年12月 4日
     （ＧＴＲ）第69号          平成25年12月 4日
     （補管）第1243号          平成25年12月 4日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16701,3006,4 長島歯科医院 〒371-0843 （歯訪診）第20号          平成28年 4月 1日
     前歯3006 前橋市新前橋町１２番地８ （歯ＣＡＤ）第471号       平成27年 3月 1日
     027-253-5658  (027-253-5658) （歯技工）第94号          平成29年 3月 1日
     （補管）第1245号          平成26年 1月 1日
     （矯診）第40号            平成26年 1月 1日
     （顎診）第14号            平成26年 1月 1日
     （酸単）第11325号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16801,3007,2 たむら歯科医院 〒371-0805 （歯訪診）第118号         平成28年 6月 1日
     前歯3007 前橋市南町２－４２－６　ＭＲ前 （歯ＣＡＤ）第716号       平成29年12月 1日
     橋南町１０１号室 （補管）第1251号          平成26年 3月 1日
     027-221-5501  (027-221-5502)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16901,3008,0 駒形駅北口歯科 〒379-2121 （外来環）第181号         平成26年 7月 1日
     前歯3008 前橋市小屋原町１０７３－１ （医管）第177号           平成26年12月 1日
     027-226-1151  (027-226-1152) （か強診）第8号           平成28年 4月 1日
     （歯訪診）第21号          平成28年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第418号       平成26年12月 1日
     （補管）第1257号          平成26年 4月 1日
     （酸単）第11365号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17001,3009,8 ゆうき歯科クリニック〒371-0021 （外来環）第183号         平成26年10月 1日
     前歯3009 前橋市住吉町一丁目１０番３号 （医管）第186号           平成27年 8月 1日
     027-289-0802  (027-289-0828) （か強診）第9号           平成28年 4月 1日
     （歯援診）第70号          平成28年 4月 1日
     （在歯管）第35号          平成27年 8月 1日
     （う蝕無痛）第62号        平成27年11月 1日
     （歯ＣＡＤ）第373号       平成26年10月 1日
     （手術歯根）第38号        平成27年11月 1日
     （補管）第1266号          平成26年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月28日   20

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  17101,3011,4 医療法人社団　石原総〒371-0016 （外来環）第196号         平成27年 1月 1日
     前歯3011 合歯科医院 前橋市城東町四丁目２５番地３ （歯訪診）第601号         平成29年 4月 1日
     027-224-3543  (027-224-3543) （補管）第1282号          平成27年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17201,3012,2 明石歯科医院 〒371-0032 （歯訪診）第133号         平成28年 7月 1日
     前歯3012 前橋市若宮町２－４－１７ （歯ＣＡＤ）第458号       平成27年 1月 9日
     027-231-7054  (027-212-3075) （補管）第1279号          平成27年 1月 9日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17301,3013,0 ほほえみ矯正歯科クリ〒379-2121
     前歯3013 ニック 前橋市小屋原町９７２番地１
     027-290-4233  (027-290-4266)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17401,3014,8 くすのき歯科・矯正歯〒371-0852 （外来環）第203号         平成27年 7月 1日
     前歯3014 科 前橋市総社町総社１１３５－１ （歯訪診）第625号         平成29年10月 1日
     027-226-1243  (027-226-1299) （歯ＣＡＤ）第492号       平成27年 5月 1日
     （ＧＴＲ）第75号          平成27年 5月 1日
     （補管）第1284号          平成27年 5月 1日
     （酸単）第11367号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17501,3015,5 新前橋歯科医院 〒371-0843 （外来環）第268号         平成29年 4月 1日
     前歯3015 前橋市新前橋町２６－７ （医管）第265号           平成29年 4月 1日
     027-252-2525  (027-251-5300) （か強診）第71号          平成29年 6月 1日
     （歯援診）第108号         平成29年 6月 1日
     （歯訪診）第344号         平成28年11月 1日
     （外後発使）第237号       平成28年11月 1日
     （歯技工）第87号          平成27年 6月 1日
     （ＧＴＲ）第79号          平成28年 6月 1日
     （補管）第1292号          平成27年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17601,3016,3 野村歯科医院 〒371-0016 （歯訪診）第78号          平成28年 5月 1日
     前歯3016 前橋市城東町１－２９－８ （歯ＣＡＤ）第529号       平成27年 9月 1日
     027-231-5180  (027-231-5186) （補管）第1297号          平成27年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17701,3017,1 リップル歯科クリニッ〒371-0047 （外来環）第226号         平成28年 5月 1日
     前歯3017 ク 前橋市関根町三丁目４番地１０ （医管）第260号           平成29年 3月 1日
     027-260-1151  (027-260-1151) （か強診）第34号          平成28年 8月 1日
     （歯訪診）第115号         平成28年 6月 1日
     （歯ＣＡＤ）第618号       平成28年 5月 1日
     （補管）第1313号          平成28年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17801,3019,7 須田歯科医院 〒371-0103 （歯訪診）第394号         平成29年 2月 1日
     前歯3019 前橋市富士見町小暮３０２－１ （歯ＣＡＤ）第627号       平成28年 7月 1日
     027-288-2002  (027-288-8739) （補管）第1319号          平成28年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17901,3020,5 岩片歯科医院 〒371-0014 （歯ＣＡＤ）第652号       平成29年 1月 1日
     前歯3020 前橋市朝日町二丁目６番１７号 （補管）第1332号          平成28年12月 1日
     027-224-6585  (027-224-6585)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月28日   21

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  18001,3021,3 アイリス歯科 〒371-0018 （歯訪診）第597号         平成29年 4月 1日
     前歯3021 前橋市三俣町３丁目２番地３６ （歯ＣＡＤ）第710号       平成29年11月 1日
     027-896-9189  （補管）第1326号          平成28年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18101,3022,1 ガーデン歯科 〒379-2121 （外来環）第272号         平成29年 5月 1日
     前歯3022 前橋市小屋原町４７２－１ （歯ＣＡＤ）第671号       平成29年 4月 1日
     027-289-4867  (027-289-4868) （補管）第1341号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18201,3023,9 おのざとデンタルオフ〒371-0844 （外来環）第281号         平成29年 5月 1日
     前歯3023 ィス 前橋市古市町１８０番地１ （医管）第270号           平成29年 5月 1日
     027-225-6611  (027-225-6612) （う蝕無痛）第80号        平成29年 6月 1日
     （手術歯根）第54号        平成29年 6月 1日
     （補管）第1348号          平成29年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18301,3024,7 オーラルケア前橋デン〒371-0026 （歯援診）第113号         平成29年10月 1日
     前歯3024 タルクリニック 前橋市大手町１丁目５－１１　大 （歯訪診）第622号         平成29年 8月10日
     手町ビル１階 （歯ＣＡＤ）第698号       平成29年 8月10日
     027-223-6780  （補管）第1355号          平成29年 8月10日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18401,3025,4 松並木歯科クリニック〒379-2154 （外来環）第299号         平成29年11月 1日
     前歯3025 前橋市天川大島町１４５４－１ （歯ＣＡＤ）第705号       平成29年10月 1日
     027-289-8402  （補管）第1358号          平成29年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18501,3026,2 リーフ歯科クリニック〒371-0104 （外来環）第304号         平成29年12月 1日
     前歯3026 前橋市富士見町時沢１１６－３ （か強診）第90号          平成30年 1月 1日
     027-289-1182  (027-289-1181) （歯訪診）第632号         平成29年12月 1日
     （歯ＣＡＤ）第707号       平成29年11月 1日
     （補管）第1360号          平成29年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18601,3027,0 はが歯科医院石倉 〒371-0841 （医管）第281号           平成30年 1月 1日
     前歯3027 前橋市石倉町二丁目４番地２ （歯援診）第119号         平成30年 2月 1日
     090-9828-4116 （在歯管）第63号          平成30年 1月 1日
     （歯訪診）第634号         平成30年 1月 1日
     （歯ＣＡＤ）第729号       平成30年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18702,0006,5 須田歯科医院 〒372-0046 （医管）第5号             平成16年 4月 1日
     伊歯6 伊勢崎市三光町１－７ （歯訪診）第22号          平成28年 4月 1日
     0270-25-5866  (0270-21-4618) （歯ＣＡＤ）第567号       平成28年 4月 1日
     （歯技工）第14号          平成22年 4月 1日
     （補管）第330号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18802,0012,3 小杉歯科医院 〒372-0046 （医管）第6号             平成16年 4月 1日
     伊歯12 伊勢崎市三光町１０－１０ （歯訪診）第482号         平成29年 3月 1日
     0270-25-0854  (0270-23-7088) （歯リハ２）第9号         平成26年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第37号        平成26年 4月 1日
     （補管）第308号           平成 8年 4月 1日
     （酸単）第11369号         平成29年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月28日   22

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  18902,0017,2 児島歯科医院 〒372-0042 （歯ＣＡＤ）第137号       平成26年 4月 1日
     伊歯17 伊勢崎市中央町２１－１０ （補管）第325号           平成 8年 4月 1日
     0270-25-0382  (0270-25-0382) （１７５）第382号         平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19002,0018,0 栗原歯科医院 〒372-0048 （医管）第261号           平成29年 2月 1日
     伊歯18 伊勢崎市大手町２２－１０８ （歯訪診）第105号         平成28年 6月 1日
     0270-25-1878  (0270-25-4531) （歯ＣＡＤ）第724号       平成30年 1月 1日
     （補管）第323号           平成 8年 4月 1日
     （酸単）第11371号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19102,0019,8 松本歯科医院 〒372-0046 （歯ＣＡＤ）第378号       平成26年10月 1日
     伊歯19 伊勢崎市三光町９－４ （補管）第303号           平成 8年 4月 1日
     0270-25-0950  (0270-21-5739)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19202,0023,0 神戸歯科医院 〒372-0047 （歯訪診）第445号         平成29年 3月 1日
     伊歯23 伊勢崎市本町８－２０ （歯ＣＡＤ）第231号       平成26年 6月 1日
     0270-25-0806  (0270-25-1771) （補管）第302号           平成 9年 8月21日
     （酸単）第11372号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19302,0025,5 富岡歯科医院 〒372-0034 （歯ＣＡＤ）第658号       平成29年 2月 1日
     伊歯25 伊勢崎市茂呂町１－５０８－２ （補管）第335号           平成 8年 4月 1日
     0270-25-1741  (0270-23-3533) （１７５）第289号         平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19402,0026,3 大澤歯科医院 〒372-0831 （医管）第7号             平成16年 4月 1日
     伊歯26 伊勢崎市山王町５８－１０ （歯訪診）第321号         平成28年11月 1日
     0270-24-7022  (0272-24-7041) （う蝕無痛）第43号        平成26年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第199号       平成26年 5月 1日
     （歯技工）第92号          平成28年 8月 1日
     （補管）第320号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19502,0027,1 村岡歯科医院 〒372-0021 （医管）第8号             平成16年 4月 1日
     伊歯27 伊勢崎市上諏訪町２１１６－１８ （歯ＣＡＤ）第734号       平成30年 2月 1日
     0270-23-5242  (0270-26-2757) （歯技工）第15号          平成22年 4月 1日
     （補管）第313号           平成 8年 4月 1日
     （１７５）第270号         平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19602,0029,7 多賀谷歯科医院 〒372-0812 （医管）第9号             平成16年 4月 1日
     伊歯29 伊勢崎市連取町１３５９－１ （歯訪診）第71号          平成28年 5月 1日
     0270-25-1204  （歯ＣＡＤ）第489号       平成27年 5月 1日
     （補管）第331号           平成 9年12月 1日
     （１７５）第569号         平成16年 3月 1日
     （酸単）第11374号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月28日   23

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  19702,0030,5 堤歯科医院 〒372-0025 （医管）第10号            平成16年 4月 1日
     伊歯30 伊勢崎市東本町４３ （歯訪診）第483号         平成29年 3月 1日
     0270-23-6478  (0270-23-9298) （歯ＣＡＤ）第234号       平成26年 6月 1日
     （歯技工）第68号          平成22年 4月 1日
     （補管）第305号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19802,0031,3 髙見歯科医院 〒372-0025 （医管）第11号            平成16年 4月 1日
     伊歯31 伊勢崎市東本町１０６－１９ （在歯管）第47号          平成28年 5月 1日
     0270-25-1594  (0270-25-1606) （歯訪診）第69号          平成28年 5月 1日
     （歯ＣＡＤ）第600号       平成28年 5月 1日
     （補管）第312号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19902,0035,4 和田歯科医院 〒372-0003 （外来環）第197号         平成27年 3月 1日
     伊歯35 伊勢崎市華蔵寺町２８－２ （医管）第14号            平成16年 4月 1日
     0270-24-8100  (0270-24-6588) （う蝕無痛）第49号        平成26年 5月 1日
     （歯ＣＡＤ）第190号       平成26年 5月 1日
     （補管）第345号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20002,0036,2 平田歯科医院 〒372-0832 （歯訪診）第243号         平成28年 9月 1日
     伊歯36 伊勢崎市除ケ町３６－６ （歯ＣＡＤ）第556号       平成28年 3月 1日
     0270-32-3565  （補管）第741号           平成 8年12月 1日
     （酸単）第11375号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20102,0037,0 奥山歯科医院 〒372-0001 （外来環）第193号         平成27年 1月 1日
     伊歯37 伊勢崎市波志江町２０７６－９ （医管）第15号            平成16年 4月 1日
     0270-23-2290  (0270-25-8653) （か強診）第29号          平成28年 7月 1日
     （歯訪診）第68号          平成28年 5月 1日
     （歯ＣＡＤ）第219号       平成26年 5月 1日
     （補管）第307号           平成 8年 4月 1日
     （酸単）第11377号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20202,0039,6 井田歯科医院 〒372-0802 （外来環）第169号         平成26年 3月 1日
     伊歯39 伊勢崎市田中島町１４９６番地５ （医管）第171号           平成26年 3月 1日
     0270-23-6118  (0270-23-8350) （歯訪診）第369号         平成29年 1月 1日
     （歯リハ２）第19号        平成26年 4月 1日
     （手顕微加）第6号         平成28年 4月 1日
     （う蝕無痛）第66号        平成28年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第568号       平成28年 4月 1日
     （手術歯根）第43号        平成28年 4月 1日
     （根切顕微）第6号         平成28年 4月 1日
     （補管）第311号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20302,0040,4 小川歯科クリニック 〒372-0021 （歯訪診）第539号         平成29年 3月 1日
     伊歯40 伊勢崎市上諏訪町１２５２－１３ （歯ＣＡＤ）第233号       平成26年 6月 1日
     0270-24-8251  (0270-24-8251) （補管）第310号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月28日   24

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  20402,0041,2 鈴木歯科医院 〒372-0034 （歯訪診）第565号         平成29年 4月 1日
     伊歯41 伊勢崎市茂呂町２丁目２９０９－ （歯ＣＡＤ）第682号       平成29年 7月 1日
     １ （補管）第328号           平成16年 3月25日
     0270-25-3288  (0270-25-3303)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20502,0042,0 千葉歯科診療所 〒372-0024 （歯訪診）第598号         平成29年 4月 1日
     伊歯42 伊勢崎市下植木町３２ （歯ＣＡＤ）第653号       平成29年 2月 1日
     0270-23-5551  (0270-23-5307) （補管）第327号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20602,0043,8 豊受歯科クリニック 〒372-0843 （歯訪診）第74号          平成28年 5月 1日
     伊歯43 伊勢崎市下道寺町１－１ （補管）第339号           平成 8年 4月 1日
     0270-32-8118  (0270-32-8484)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20702,0044,6 福島歯科医院 〒372-0012 （外来環）第36号          平成21年 1月 1日
     伊歯44 伊勢崎市豊城町２２７２－１ （医管）第16号            平成21年 1月 1日
     0270-23-8234  (0270-75-3575) （か強診）第37号          平成28年 8月 1日
     （歯援診）第82号          平成28年 6月 1日
     （在歯管）第11号          平成22年 4月 1日
     （歯訪診）第153号         平成28年 8月 1日
     （歯リハ２）第67号        平成26年 4月 1日
     （手顕微加）第24号        平成28年 8月 1日
     （歯ＣＡＤ）第127号       平成26年 4月 1日
     （根切顕微）第20号        平成28年 8月 1日
     （補管）第309号           平成21年 1月 1日
     （矯診）第34号            平成22年 4月 1日
     （酸単）第11378号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20802,0048,7 連取歯科クリニック 〒372-0812 （医管）第18号            平成16年 4月 1日
     伊歯48 伊勢崎市連取町１６９１ （補管）第336号           平成 8年 4月 1日
     0270-25-0051  (0270-25-8211)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20902,0049,5 あらい歯科医院 〒372-0013 （医管）第19号            平成16年 4月 1日
     伊歯49 伊勢崎市上植木本町２６７５ （歯援診）第23号          平成20年 5月 1日
     0270-26-2341  (0270-21-3938) （在歯管）第12号          平成22年 4月 1日
     （歯訪診）第23号          平成28年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第657号       平成29年 3月 1日
     （補管）第316号           平成 8年 4月 1日
     （酸単）第11380号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21002,0050,3 岡部歯科医院 〒372-0015 （歯訪診）第415号         平成29年 2月 1日
     伊歯50 伊勢崎市鹿島町４８３－１ （歯ＣＡＤ）第409号       平成26年11月 1日
     0270-21-5550  (0270-21-6060) （補管）第321号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21102,0051,1 飯島歯科医院 〒372-0045 （歯訪診）第213号         平成28年 8月 1日
     伊歯51 伊勢崎市上泉町２５０ （補管）第317号           平成15年11月28日
     0270-25-1246  (0270-21-8166)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月28日   25

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  21202,0052,9 藤歯科 〒372-0039 （医管）第237号           平成28年 9月 1日
     伊歯52 伊勢崎市ひろせ町４０９４－１０ （歯訪診）第223号         平成28年 9月 1日
     0270-23-5550  (0270-23-5535) （歯リハ２）第8号         平成26年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第53号        平成26年 4月 1日
     （補管）第340号           平成 8年 4月 1日
     （酸単）第11382号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21302,0053,7 矢島歯科クリニック 〒372-0016 （外来環）第191号         平成26年12月 1日
     伊歯53 伊勢崎市本関町１１７８－５ （医管）第89号            平成16年 9月 1日
     0270-21-8411  (027-21-3432) （か強診）第83号          平成29年11月 1日
     （歯援診）第78号          平成28年 4月 1日
     （う蝕無痛）第68号        平成28年 4月 1日
     （手術歯根）第44号        平成28年 4月 1日
     （補管）第342号           平成 8年 4月 1日
     （酸単）第11383号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21402,0054,5 おじま歯科医院 〒372-0031 （歯訪診）第354号         平成28年12月 1日
     伊歯54 伊勢崎市今泉町２－９４１－３２ （歯リハ２）第66号        平成26年 4月 1日
     0270-21-8211  (0270-21-6301) （歯ＣＡＤ）第139号       平成26年 4月 1日
     （補管）第322号           平成 8年 4月 1日
     （１７５）第377号         平成14年 4月 1日
     （酸単）第11502号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21502,0055,2 八斗島　共栄歯科医院〒372-0827 （歯訪診）第131号         平成28年 7月 1日
     伊歯55 伊勢崎市八斗島町１５８８－１２ （歯ＣＡＤ）第599号       平成28年 5月 1日
     0270-31-0535  (0270-31-0535) （補管）第908号           平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21602,0056,0 みやこ歯科 〒372-0801 （医管）第94号            平成18年 4月 1日
     伊歯56 伊勢崎市宮子町３６０１－６ （歯訪診）第104号         平成28年 6月 1日
     0270-26-5100  (0270-26-8550) （歯リハ２）第21号        平成26年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第83号        平成26年 4月 1日
     （補管）第332号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21702,0057,8 植田歯科 〒372-0042 （医管）第20号            平成16年 4月 1日
     伊歯57 伊勢崎市中央町１０－１９ （手顕微加）第22号        平成28年 5月 1日
     0270-23-3435  (0270-23-8415) （歯ＣＡＤ）第107号       平成26年 4月 1日
     （根切顕微）第17号        平成28年 5月 1日
     （補管）第319号           平成 8年 4月 1日
     （酸単）第12024号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21802,0058,6 中島歯科クリニック 〒372-0833 （医管）第21号            平成16年 4月 1日
     伊歯58 伊勢崎市富塚町２２６－２ （補管）第337号           平成 8年 4月 1日
     0270-32-6005  (0270-32-6005)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21902,0059,4 さくら歯科クリニック〒372-0024 （医管）第22号            平成16年 4月 1日
     伊歯59 伊勢崎市下植木町５２４－１ （補管）第326号           平成 8年 4月 1日
     0270-26-8200  (0270-26-8249)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月28日   26

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  22002,0060,2 えんぜる歯科クリニッ〒372-0812 （外来環）第73号          平成20年 9月 1日
     伊歯60 ク 伊勢崎市連取町３０１３－３ （歯訪診）第590号         平成29年 4月 1日
     0270-21-0822  (0270-21-0822) （歯ＣＡＤ）第751号       平成30年 3月 1日
     （補管）第736号           平成 8年10月 1日
     （酸単）第11384号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22102,0062,8 しおた歯科医院 〒372-0832 （外来環）第182号         平成26年 7月 1日
     伊歯62 伊勢崎市除ケ町３３４－６ （医管）第23号            平成16年 4月 1日
     0270-31-2218  (0270-31-2219) （か強診）第64号          平成29年 4月 1日
     （歯訪診）第599号         平成29年 4月 1日
     （遠画）第10号            平成28年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第292号       平成26年 7月 1日
     （補管）第760号           平成 9年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22202,0063,6 うぶかわ歯科医院 〒372-0812 （外来環）第74号          平成20年 9月 1日
     伊歯63 伊勢崎市連取町３０００－５ （医管）第143号           平成20年 4月 1日
     0270-26-8118  (0270-26-8118) （補管）第756号           平成 9年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22302,0065,1 亀山歯科医院 〒372-0031 （歯ＣＡＤ）第538号       平成27年12月 1日
     伊歯65 伊勢崎市今泉町１－１２１４－３ （補管）第819号           平成12年 2月 1日
     0270-21-3418  (0270-21-3417)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22402,0066,9 したら歯科矯正歯科医〒372-0813 （外来環）第67号          平成20年 8月 1日
     伊歯66 院 伊勢崎市韮塚町１２１２－１ （医管）第25号            平成16年 4月 1日
     0270-20-1881  (0270-20-1881) （在歯管）第10号          平成22年 4月 1日
     （歯訪診）第507号         平成29年 4月 1日
     （歯リハ２）第34号        平成26年 4月 1日
     （う蝕無痛）第27号        平成22年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第113号       平成26年 4月 1日
     （手術歯根）第1号         平成22年 4月 1日
     （ＧＴＲ）第50号          平成22年 4月 1日
     （補管）第852号           平成12年 9月 1日
     （矯診）第26号            平成22年 4月 1日
     （酸単）第11386号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22502,0067,7 かねこ歯科医院 〒372-0033 （外来環）第210号         平成27年 9月 1日
     伊歯67 伊勢崎市南千木町２３９５西友楽 （医管）第210号           平成28年 5月 1日
     市　伊勢崎茂呂店内 （か強診）第23号          平成28年 5月 1日
     0270-22-0120  (0270-21-8225) （歯援診）第80号          平成28年 5月 1日
     （在歯管）第44号          平成28年 5月 1日
     （歯訪診）第77号          平成28年 5月 1日
     （歯ＣＡＤ）第605号       平成28年 5月 1日
     （補管）第866号           平成13年 3月 1日
     （酸単）第11387号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月28日   27

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  22602,0069,3 スマイル歯科クリニッ〒372-0842 （歯訪診）第552号         平成29年 4月 1日
     伊歯69 ク 伊勢崎市馬見塚町１１５９－１ （歯ＣＡＤ）第111号       平成26年 4月 1日
     0270-31-2418  (0270-31-0107) （補管）第879号           平成13年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22702,0070,1 ひまわり歯科医院 〒372-0801 （補管）第940号           平成14年 9月 1日
     伊歯70 伊勢崎市宮子町３５６３－１３
     0270-24-3060  (0270-24-3060)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22802,0073,5 飯野歯科クリニック 〒372-0031 （歯訪診）第550号         平成29年 4月 1日
     伊歯73 伊勢崎市今泉町１丁目２４番地３ （歯ＣＡＤ）第725号       平成30年 1月 1日
     0270-24-2182  (0270-24-2312) （補管）第986号           平成16年 7月 1日
     （酸単）第12025号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22902,0077,6 あきデンタルクリニッ〒372-0007 （医管）第139号           平成19年 9月 1日
     伊歯77 ク 伊勢崎市安堀町２３３－１ （歯リハ２）第18号        平成26年 4月 1日
     0270-25-0330  (0270-61-9501) （歯ＣＡＤ）第24号        平成26年 4月 1日
     （補管）第1066号          平成19年 9月 1日
     （酸単）第11390号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23002,0079,2 小此木歯科医院 〒370-0124 （歯訪診）第421号         平成29年 2月 1日
     伊歯79 伊勢崎市境７７５ （在推進）第5号           平成26年 5月 1日
     0270-74-0376  (0270-74-0376) （歯リハ２）第88号        平成26年 5月 1日
     （歯ＣＡＤ）第209号       平成26年 5月 1日
     （補管）第1138号          平成22年 4月13日
     （１７５）第575号         平成22年 4月13日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23102,0081,8 はぴねすデンタルクリ〒379-2211 （歯ＣＡＤ）第496号       平成27年 6月 1日
     伊歯81 ニック 伊勢崎市市場町１－１５４２ （補管）第1176号          平成23年 8月 1日
     0270-62-8928  (0270-62-8928)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23202,0082,6 たけうち歯科医院 〒379-2224 （歯ＣＡＤ）第33号        平成26年 4月 1日
     伊歯82 伊勢崎市西小保方町３６８　スマ （補管）第1188号          平成24年 4月 1日
     ーク伊勢崎２Ｆ
     0270-61-7775  (0270-61-7750)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23302,0084,2 森村デンタルクリニッ〒372-0834 （医管）第167号           平成24年12月 1日
     伊歯84 ク 伊勢崎市堀口町３７番地１ （歯ＣＡＤ）第52号        平成26年 4月 1日
     0270-61-5495  (0270-61-5495) （ＧＴＲ）第59号          平成24年11月 1日
     （補管）第1205号          平成24年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23402,0085,9 ちぎら歯科 〒372-0033 （補管）第1218号          平成25年 4月 1日
     伊歯85 伊勢崎市南千木町２７０１－１
     0270-61-6364  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月28日   28

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  23502,0086,7 たじま歯科クリニック〒372-0812 （外来環）第173号         平成26年 5月 1日
     伊歯86 伊勢崎市連取町３０８１－１ （医管）第259号           平成29年 2月 1日
     0270-22-2013  (0270-22-3081) （か強診）第79号          平成29年10月 1日
     （歯援診）第114号         平成29年10月 1日
     （在歯管）第56号          平成29年 2月 1日
     （歯訪診）第403号         平成29年 2月 1日
     （歯リハ２）第116号       平成28年10月 1日
     （歯ＣＡＤ）第34号        平成26年 4月 1日
     （ＧＴＲ）第81号          平成28年10月 1日
     （補管）第1220号          平成25年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23602,1005,6 一般社団法人伊勢崎歯〒372-0045 （１７５）第260号         平成14年 4月 1日
     伊歯1005 科医師会　休日歯科診伊勢崎市上泉町１５１ （酸単）第11392号         平成29年 4月 1日
     療所 0270-23-2772  (0270-23-0394)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23702,1008,0 荒木田歯科医院 〒372-0041 （外来環）第13号          平成20年 4月 1日
     伊歯1008 伊勢崎市平和町２５－１９ （医管）第91号            平成17年 4月 1日
     0270-25-2373  (0270-25-2097) （歯訪診）第24号          平成28年 4月 1日
     （咀嚼機能）第3号         平成28年11月 1日
     （歯リハ２）第4号         平成26年 4月 1日
     （手顕微加）第7号         平成28年 4月 1日
     （う蝕無痛）第17号        平成20年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第27号        平成26年 4月 1日
     （手術歯根）第22号        平成26年 4月 1日
     （根切顕微）第5号         平成28年 4月 1日
     （補管）第315号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23802,1009,8 吉田歯科医院 〒372-0039 （外来環）第201号         平成27年 6月 1日
     伊歯1009 伊勢崎市ひろせ町４０９１－１２ （医管）第27号            平成16年 4月 1日
     0270-25-4182  (0270-23-1710) （歯訪診）第551号         平成29年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第105号       平成26年 4月 1日
     （ＧＴＲ）第78号          平成27年 8月 1日
     （補管）第344号           平成 8年 4月 1日
     （酸単）第11393号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23902,1010,6 医療法人　燦歯会　田〒372-0048 （歯ＣＡＤ）第569号       平成28年 4月 1日
     伊歯1010 部井歯科医院 伊勢崎市大手町２６－１ （歯技工）第20号          平成22年 4月 1日
     0270-25-0341  (0270-25-0097) （補管）第333号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24002,1013,0 いしかわ歯科医院 〒372-0834 （歯ＣＡＤ）第539号       平成27年12月 1日
     伊歯1013 伊勢崎市堀口町９０４番地２ （補管）第980号           平成17年 8月 1日
     0270-50-5200  (0270-50-5201)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月28日   29

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  24102,1014,8 山脇歯科医院 〒372-0812 （医管）第17号            平成18年12月 1日
     伊歯1014 伊勢崎市連取町１６９５番地２５ （歯援診）第39号          平成28年 6月 1日
     0270-21-3131  (0270-21-5233) （歯訪診）第114号         平成28年 6月 1日
     （在推進）第8号           平成27年 4月 1日
     （歯リハ２）第104号       平成27年 4月 1日
     （補管）第343号           平成18年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24202,1015,5 かず歯科診療所 〒379-2221 （歯ＣＡＤ）第404号       平成26年11月 1日
     伊歯1015 伊勢崎市国定町二丁目２００２番 （補管）第876号           平成18年12月 1日
     地３
     0270-62-8196  (0270-62-8402)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24302,1016,3 やまデンタルクリニッ〒379-2231 （歯援診）第81号          平成28年 6月 1日
     伊歯1016 ク 伊勢崎市東町２７０１番４ （歯訪診）第113号         平成28年 6月 1日
     0270-40-0505  (0270-40-0506) （在推進）第7号           平成27年 4月 1日
     （歯リハ２）第103号       平成27年 4月 1日
     （補管）第1050号          平成19年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24402,1018,9 医療法人社団優志会　〒372-0801 （外来環）第186号         平成26年11月 1日
     伊歯1018 ヒロデンタルクリニッ伊勢崎市宮子町３５５６番地１ハ （歯訪診）第361号         平成28年12月 1日
     ク イパーモールメルクス伊勢崎１階 （歯ＣＡＤ）第119号       平成26年 4月 1日
     0270-30-4184  (0270-30-4180) （補管）第953号           平成20年 6月 1日
     （酸単）第11394号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24502,1019,7 さいとう歯科・矯正歯〒379-2222 （外来環）第212号         平成27年11月 1日
     伊歯1019 科医院 伊勢崎市田部井町一丁目９４５－ （医管）第234号           平成28年 8月 1日
     １ （か強診）第80号          平成29年10月 1日
     0270-62-0015  (0270-62-0035) （在歯管）第49号          平成28年 8月 1日
     （歯訪診）第144号         平成28年 8月 1日
     （咀嚼機能）第1号         平成28年 8月 1日
     （歯リハ２）第125号       平成29年10月 1日
     （手顕微加）第8号         平成28年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第355号       平成26年10月 1日
     （根切顕微）第7号         平成28年 4月 1日
     （補管）第975号           平成21年 1月 1日
     （矯診）第18号            平成22年 4月 1日
     （顎診）第9号             平成21年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24602,1020,5 本多まこと歯科 〒372-0815 （歯訪診）第506号         平成29年 4月 1日
     伊歯1020 伊勢崎市東上之宮町３４０番地１ （歯ＣＡＤ）第670号       平成29年 4月 1日
     0270-61-6480  (0270-61-6481) （補管）第1116号          平成21年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24702,1022,1 もぎ歯科医院 〒372-0812 （外来環）第142号         平成24年 8月 1日
     伊歯1022 伊勢崎市連取町３２８５番地２ （医管）第159号           平成23年 1月 1日
     0270-20-6480  (0270-20-6481) （歯リハ２）第1号         平成26年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第637号       平成28年11月 1日
     （補管）第1159号          平成23年 1月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月28日   30

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  24802,1024,7 すずき歯科医院 〒370-0103 （外来環）第159号         平成25年 5月 1日
     伊歯1024 伊勢崎市境下渕名１１５８ （医管）第169号           平成25年 5月 1日
     0270-70-6480  (0270-70-6480) （か強診）第70号          平成29年 5月 1日
     （歯援診）第104号         平成29年 4月 1日
     （歯訪診）第367号         平成28年12月 1日
     （手顕微加）第9号         平成28年 4月 1日
     （根切顕微）第21号        平成28年12月 1日
     （補管）第1221号          平成25年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24902,3001,3 香村デンタルクリニッ〒372-0841 （外来環）第161号         平成25年11月 1日
     伊歯3001 ク 伊勢崎市大正寺町２４０ （歯訪診）第397号         平成29年 2月 1日
     0270-32-0150  (0270-32-8799) （歯ＣＡＤ）第547号       平成28年 2月 1日
     （補管）第1232号          平成25年10月 1日
     （矯診）第39号            平成25年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25002,3002,1 なかそね歯科 〒379-2214 （歯訪診）第624号         平成29年 9月 1日
     伊歯3002 伊勢崎市下触町８７８－１７ （歯ＣＡＤ）第726号       平成30年 1月 1日
     0270-27-8383  (0270-27-8383) （ＧＴＲ）第67号          平成25年11月 1日
     （補管）第1236号          平成25年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25102,3003,9 医療法人社団康寧会　〒372-0833 （歯援診）第110号         平成29年 7月 1日
     伊歯3003 立川歯科医院伊勢崎診伊勢崎市富塚町２９３－３パレス （補管）第1248号          平成26年 3月 1日
     療所 本丸１０４
     0270-32-2200  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25202,3004,7 おおみか歯科医院 〒372-0006 （外来環）第295号         平成29年10月 1日
     伊歯3004 伊勢崎市太田町１１４４番地６ （歯訪診）第457号         平成29年 3月 1日
     0270-21-8849  (0270-21-8849) （歯ＣＡＤ）第655号       平成29年 2月 1日
     （補管）第1241号          平成25年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25302,3006,2 ブルーパールデンタル〒379-2234 （歯訪診）第25号          平成28年 4月 1日
     伊歯3006 クリニック 伊勢崎市東小保方町３８５８番地 （補管）第1252号          平成26年 2月 1日
     １ （酸単）第11395号         平成29年 4月 1日
     0270-61-8998  (0270-61-8933)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25402,3008,8 瀬下歯科医院 〒372-0034 （外来環）第179号         平成26年 6月 1日
     伊歯3008 伊勢崎市茂呂町１－３３３－４ （医管）第175号           平成26年 4月 1日
     0270-23-1818  (0270-23-1818) （歯訪診）第103号         平成28年 6月 1日
     （歯ＣＡＤ）第403号       平成26年11月 1日
     （補管）第1259号          平成26年 4月 1日
     （酸単）第11396号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月28日   31

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  25502,3010,4 北千木歯科 〒372-0032 （外来環）第198号         平成27年 5月 1日
     伊歯3010 伊勢崎市北千木町９３１－１ （か強診）第85号          平成29年11月 1日
     0270-22-1182  (0270-22-1182) （歯訪診）第485号         平成29年 3月 1日
     （う蝕無痛）第57号        平成26年12月 1日
     （歯ＣＡＤ）第421号       平成26年12月 1日
     （手術歯根）第33号        平成26年12月 1日
     （補管）第1274号          平成26年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25602,3011,2 神戸歯科医院 〒372-0844 （医管）第183号           平成27年 1月 1日
     伊歯3011 伊勢崎市羽黒町１５－１ （歯援診）第90号          平成28年 9月 1日
     0270-32-3913  (0270-32-6478) （在歯管）第33号          平成27年 1月 1日
     （歯訪診）第26号          平成28年 4月 1日
     （歯リハ２）第102号       平成27年 1月 1日
     （歯ＣＡＤ）第459号       平成27年 1月 1日
     （補管）第1280号          平成27年 1月 1日
     （酸単）第11398号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25702,3015,3 阪東歯科クリニック 〒372-0834 （外来環）第222号         平成28年 5月 1日
     伊歯3015 伊勢崎市堀口町８７１番地３ （歯訪診）第370号         平成29年 1月 1日
     0270-32-1182  (0270-32-1414) （歯ＣＡＤ）第550号       平成28年 1月 1日
     （補管）第1305号          平成28年 1月 1日
     （酸単）第11399号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25802,3016,1 すさ歯科クリニック伊〒379-2204 （外来環）第215号         平成28年 1月 1日
     伊歯3016 勢崎 伊勢崎市西久保町一丁目３８３番 （医管）第196号           平成28年 4月 1日
     地１ （歯ＣＡＤ）第551号       平成28年 1月 1日
     0270-75-6700  (0270-75-6701) （根切顕微）第8号         平成28年 4月 1日
     （補管）第1306号          平成28年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25902,3017,9 こまつデンタルクリニ〒372-0005 （外来環）第230号         平成28年 7月 1日
     伊歯3017 ック 伊勢崎市乾町１１９ （医管）第230号           平成28年 7月 1日
     0270-75-4145  (0270-75-4488) （歯訪診）第515号         平成29年 4月 1日
     （補管）第1309号          平成28年 4月 1日
     （酸単）第11805号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26002,3018,7 伊勢崎デンタルクリニ〒372-0006 （歯援診）第91号          平成28年 9月 1日
     伊歯3018 ック 伊勢崎市太田町１０４１番地２　 （補管）第1324号          平成28年 9月 1日
     セゾン・ド・サン１階１号
     0270-23-8361  (0270-23-8362)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26102,3019,5 須田歯科医院 〒372-0055 （外来環）第284号         平成29年 8月 1日
     伊歯3019 伊勢崎市曲輪町１６－６ （医管）第266号           平成29年 3月 1日
     0270-25-1155  (0270-25-1155) （補管）第1343号          平成29年 3月 1日
     （酸単）第11440号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月28日   32

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  26202,3020,3 佐藤歯科クリニック 〒372-0051 （外来環）第296号         平成29年10月 1日
     伊歯3020 伊勢崎市八幡町３２－１ （歯訪診）第613号         平成29年 7月 1日
     0270-75-6762  (0270-75-6763) （歯ＣＡＤ）第674号       平成29年 5月 1日
     （補管）第1344号          平成29年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26302,3021,1 ながしま歯科クリニッ〒372-0041 （補管）第1345号          平成29年 5月 1日
     伊歯3021 ク 伊勢崎市平和町７－４
     0270-23-0033  (0270-23-0034)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26402,3022,9 みずしま歯科クリニッ〒372-0801 （医管）第276号           平成29年 7月 1日
     伊歯3022 ク 伊勢崎市宮子町３４６３－１２ （歯訪診）第621号         平成29年 7月 1日
     0270-21-1421  (0270-21-1418) （歯ＣＡＤ）第692号       平成29年 7月 1日
     （補管）第1353号          平成29年 7月 1日
     （酸単）第12029号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26502,3023,7 いせさき駅前歯科 〒372-0055 （歯ＣＡＤ）第743号       平成30年 1月 1日
     伊歯3023 伊勢崎市曲輪町８番１号 （補管）第1365号          平成30年 1月 1日
     0270-22-4618  (0270-23-4619)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26602,3024,5 伊勢崎クリア矯正歯科〒372-0801
     伊歯3024 伊勢崎市宮子町３１３９
     0270-30-4618  (0270-30-4619)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26703,0001,4 宮下歯科医院 〒378-0044 （補管）第409号           平成11年 4月 1日
     沼歯1 沼田市下之町８９４ （１７５）第309号         平成14年 4月 1日
     0278-22-2318  (0278-22-2318)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26803,0003,0 浅沼歯科医院 〒378-0043 （歯訪診）第322号         平成28年11月 1日
     沼歯3 沼田市東倉内町２２５ （歯ＣＡＤ）第640号       平成28年11月 1日
     0278-22-2862  (0278-22-2862) （補管）第396号           平成19年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26903,0005,5 高橋歯科医院 〒378-0042 （歯訪診）第631号         平成29年12月 1日
     沼歯5 沼田市西倉内町８０９ （手顕微加）第25号        平成28年 9月 1日
     0278-22-2727  (0278-24-1719) （歯ＣＡＤ）第265号       平成26年 7月 1日
     （補管）第403号           平成20年 7月25日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27003,0007,1 櫛淵歯科医院 〒378-0054 （歯訪診）第355号         平成28年12月 1日
     沼歯7 沼田市西原新町８６－３ （歯ＣＡＤ）第407号       平成26年11月 1日
     0278-22-2241  (0278-22-2941) （補管）第399号           平成 9年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27103,0008,9 勅使河原歯科医院 〒378-0044 （歯ＣＡＤ）第552号       平成28年 3月 1日
     沼歯8 沼田市下之町３０７１ （補管）第404号           平成11年 6月18日
     0278-22-2627  (0278-22-4182)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27203,0011,3 冨澤歯科医院 〒378-0053 （医管）第97号            平成18年 4月 1日
     沼歯11 沼田市東原新町１８９７－８ （補管）第406号           平成 8年 4月 1日
     0278-22-4173  (0273-22-4440)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月28日   33

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  27303,0012,1 宮下歯科医院 〒378-0045 （医管）第98号            平成20年 4月 1日
     沼歯12 沼田市材木町４３－２１ （歯訪診）第414号         平成29年 2月 1日
     0278-23-3495  (0278-23-5037) （歯技工）第21号          平成22年 4月 1日
     （補管）第700号           平成20年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27403,0013,9 山口歯科医院 〒378-0042 （歯訪診）第309号         平成28年10月 1日
     沼歯13 沼田市西倉内町７８９ （補管）第411号           平成 8年 4月 1日
     0278-24-4041  (0278-24-4056)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27503,0014,7 鈴木歯科クリニック 〒378-0053 （歯訪診）第347号         平成28年12月 1日
     沼歯14 沼田市東原新町１９４３ （補管）第401号           平成 8年 4月 1日
     0278-24-3033  (0278-23-4595)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27603,0015,4 山田歯科クリニック 〒378-0046 （医管）第99号            平成18年 4月 1日
     沼歯15 沼田市馬喰町１２２３ （歯訪診）第304号         平成28年10月 1日
     0278-23-6616  (0278-23-7866) （歯ＣＡＤ）第338号       平成26年 9月 1日
     （歯技工）第22号          平成22年 4月 1日
     （補管）第412号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27703,0017,0 旭ケ丘歯科医院 〒378-0017 （医管）第100号           平成18年 4月 1日
     沼歯17 沼田市坊新田町１２５０－３６ （歯ＣＡＤ）第252号       平成26年 6月 1日
     0278-23-5713  (0278-23-5713) （補管）第400号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27803,0018,8 薄根歯科医院 〒378-0031 （医管）第101号           平成18年 4月 1日
     沼歯18 沼田市薄根町３３１０－５ （歯訪診）第341号         平成28年11月 1日
     0278-22-3880  (0278-22-3880) （歯ＣＡＤ）第57号        平成26年 4月 1日
     （補管）第402号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27903,0020,4 内田歯科医院 〒378-0035 （外来環）第271号         平成29年 4月 1日
     沼歯20 沼田市井土上町７７９－８ （医管）第102号           平成18年 4月 1日
     0278-23-0152  (0278-23-0152) （歯訪診）第340号         平成28年11月 1日
     （歯ＣＡＤ）第266号       平成26年 7月 1日
     （歯技工）第23号          平成22年 4月 1日
     （補管）第398号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28003,0022,0 松井歯科医院 〒378-0056 （医管）第103号           平成18年 4月 1日
     沼歯22 沼田市高橋場町２０６０－６ （歯訪診）第429号         平成29年 2月 1日
     0278-23-0318  (0278-23-0317) （補管）第408号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28103,0024,6 パール歯科クリニック〒378-0002 （医管）第105号           平成18年 4月 1日
     沼歯24 沼田市横塚町１１８５－４ （歯ＣＡＤ）第512号       平成27年 8月 1日
     0278-22-0015  (0278-24-9983) （補管）第747号           平成 9年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28203,0025,3 はるな歯科医院 〒378-0041 （歯訪診）第375号         平成29年 1月 1日
     沼歯25 沼田市榛名町４２７４ヴィラおお （歯ＣＡＤ）第498号       平成27年 6月 1日
     たけ１Ｆ （補管）第817号           平成12年 1月 1日
     0278-22-8461  (0278-22-8462)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月28日   34

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  28303,0026,1 石原歯科医院 〒378-0055 （医管）第107号           平成18年 4月 1日
     沼歯26 沼田市柳町２５２７－３ （歯訪診）第301号         平成28年10月 1日
     0278-30-5123  (0278-30-5123) （歯ＣＡＤ）第21号        平成26年 4月 1日
     （ＧＴＲ）第30号          平成20年 4月 1日
     （補管）第849号           平成12年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28403,0027,9 トミザワ歯科クリニッ〒378-0002 （医管）第108号           平成18年 4月 1日
     沼歯27 ク 沼田市横塚町２２１４の１ （歯訪診）第303号         平成28年10月 1日
     0278-22-8148  (0278-22-8149) （歯ＣＡＤ）第689号       平成29年 7月 1日
     （補管）第968号           平成15年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28503,0028,7 野田歯科医院 〒378-0121 （歯訪診）第317号         平成28年11月 1日
     沼歯28 沼田市白沢町高平字壱本木４９－ （歯ＣＡＤ）第304号       平成26年 8月 1日
     ４ （歯技工）第24号          平成22年 4月 1日
     0278-53-3041  (0278-53-3041) （補管）第1060号          平成19年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28603,0029,5 スマイル歯科クリニッ〒378-0005 （歯訪診）第356号         平成28年12月 1日
     沼歯29 ク 沼田市久屋原町５３１－４ （歯ＣＡＤ）第302号       平成26年 7月 1日
     0278-25-9500  (0278-25-9511) （ＧＴＲ）第47号          平成21年 1月 1日
     （補管）第1093号          平成21年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28703,1001,3 利根保健生活協同組合〒378-0056 （外来環）第109号         平成22年11月 1日
     沼歯1001 　利根歯科診療所 沼田市高橋場町２００２－１ （医管）第109号           平成18年 4月 1日
     0278-24-9418  (0278-22-5549) （か強診）第35号          平成28年 8月 1日
     （歯援診）第61号          平成28年11月 1日
     （歯訪診）第302号         平成28年10月 1日
     （歯ＣＡＤ）第336号       平成26年 8月 1日
     （歯技工）第25号          平成22年 4月 1日
     （補管）第407号           平成15年11月 1日
     （酸単）第11400号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28803,1003,9 割田デンタルクリニッ〒378-0053 （医管）第110号           平成18年 4月 1日
     沼歯1003 ク 沼田市東原新町１８４５－３ （補管）第413号           平成 8年 4月 1日
     0278-24-1814  (0278-24-9983)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28903,1005,4 医療法人　勅使河原歯〒378-0056 （歯訪診）第231号         平成28年 9月 1日
     沼歯1005 科診療所 沼田市高橋場町２１４７－９ （手顕微加）第31号        平成29年 9月 1日
     0278-22-4114  (0278-22-4168) （う蝕無痛）第50号        平成26年 6月 1日
     （歯ＣＡＤ）第240号       平成26年 6月 1日
     （手術歯根）第26号        平成26年 6月 1日
     （補管）第405号           平成 9年 4月 1日
     （酸単）第11402号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29003,3000,3 ホワイト歯科クリニッ〒378-0053 （歯訪診）第558号         平成29年 4月 1日
     沼歯3000 ク 沼田市東原新町１４６８－１ （歯ＣＡＤ）第462号       平成27年 3月 1日
     0278-24-8505  (0278-24-8605) （補管）第1278号          平成27年 1月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月28日   35

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  29103,3001,1 ハピカ歯科 〒378-0056 （う蝕無痛）第65号        平成28年 1月 1日
     沼歯3001 沼田市高橋場町４５８６番地２ （歯ＣＡＤ）第549号       平成28年 1月 1日
     0278-60-1182  (0278-60-1184) （手術歯根）第41号        平成28年 1月 1日
     （補管）第1304号          平成28年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29204,0003,8 いそ歯科医院 〒371-0223 （歯ＣＡＤ）第134号       平成26年 4月 1日
     勢歯3 前橋市大胡町１２９－２ （補管）第507号           平成20年12月11日
     027-283-2108  (027-283-2108) （酸単）第11403号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29304,0012,9 鳥羽歯科医院 〒371-0103 （歯ＣＡＤ）第723号       平成30年 1月 1日
     勢歯12 前橋市富士見町小暮３１４ （補管）第512号           平成 8年 4月 1日
     027-288-2025  (027-288-9055) （酸単）第11404号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29404,0035,0 粕川歯科診療所　片平〒371-0217 （補管）第704号           平成 8年 6月 1日
     勢歯35 歯科医院 前橋市粕川町西田面６８－１
     027-285-4182  (027-285-2818)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29504,0036,8 水沼歯科診療所 〒376-0141 （歯訪診）第345号         平成28年11月 1日
     勢歯36 桐生市黒保根町水沼１６４－５ （補管）第506号           平成 8年 4月 1日
     0277-96-2600  (0277-96-2600) （１７５）第219号         平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29604,0041,8 高橋歯科クリニック 〒371-0232 （歯訪診）第542号         平成29年 4月 1日
     勢歯41 前橋市茂木町２７０－８ （補管）第513号           平成 8年 4月 1日
     027-283-8957  (027-283-8958)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29704,0043,4 小池歯科医院 〒371-0224 （歯ＣＡＤ）第388号       平成26年10月 1日
     勢歯43 前橋市河原浜町７０６－６ （補管）第514号           平成 9年 7月 1日
     027-283-6632  (027-283-6632)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29804,0044,2 たかぎ歯科医院 〒376-0125 （歯訪診）第512号         平成29年 4月 1日
     勢歯44 桐生市新里町山上５００－１ （歯リハ２）第93号        平成26年 6月 1日
     0277-74-4618  (0277-74-4618) （補管）第835号           平成12年 4月 1日
     （酸単）第11406号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29904,0045,9 すなが歯科クリニック〒376-0121 （歯訪診）第521号         平成29年 4月 1日
     勢歯45 桐生市新里町新川４０４０－９ （歯ＣＡＤ）第445号       平成27年 2月 1日
     0277-30-6480  (0277-74-3418) （補管）第839号           平成12年 4月15日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30004,0046,7 よしだ歯科医院 〒371-0244 （補管）第860号           平成12年10月 1日
     勢歯46 前橋市鼻毛石町１９８－１６
     027-280-2261  (027-280-2262)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30104,0047,5 北橘歯科診療所 〒377-0062 （歯訪診）第337号         平成28年11月 1日
     勢歯47 渋川市北橘町真壁１３７２番地５ （歯ＣＡＤ）第106号       平成26年 4月 1日
     0279-52-3762  (0279-52-2101) （補管）第505号           平成14年 8月 1日
     （１７５）第362号         平成14年 8月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月28日   36

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  30204,0049,1 町田歯科クリニック 〒371-0116 （歯ＣＡＤ）第257号       平成26年 7月 1日
     勢歯49 前橋市富士見町原之郷６８５－５ （補管）第985号           平成16年 6月 1日
     027-289-7140  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30304,0050,9 あかぎ歯科医院 〒379-1103 （補管）第1012号          平成17年 7月 1日
     勢歯50 渋川市赤城町津久田１９６－４８
     0279-20-6522  (0279-20-6523)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30404,0051,7 いずみ歯科医院 〒371-0104 （歯訪診）第593号         平成29年 4月 1日
     勢歯51 前橋市富士見町時沢９６０－７ （歯ＣＡＤ）第295号       平成26年 7月 1日
     027-289-1788  (027-288-1794) （補管）第1078号          平成20年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30504,1003,7 石岡歯科医院 〒379-1126 （歯訪診）第423号         平成29年 2月 1日
     勢歯1003 渋川市赤城町三原田６１８－３０ （補管）第503号           平成 8年 4月 1日
     0279-56-3535  (0279-56-3555)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30604,1004,5 新里歯科医院 〒376-0121 （歯訪診）第138号         平成28年 7月 1日
     勢歯1004 桐生市新里町新川１２５５－３ （歯ＣＡＤ）第701号       平成29年 9月 1日
     0277-74-3835  (0277-74-3835) （補管）第509号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30704,1005,2 永井歯科医院 〒379-1125 （歯訪診）第310号         平成28年10月 1日
     勢歯1005 渋川市赤城町上三原田８４２－１ （歯ＣＡＤ）第633号       平成28年10月 1日
     0279-56-8854  (0279-56-8917) （補管）第504号           平成12年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30805,0002,7 片野歯科医院 〒379-1409 （医管）第112号           平成18年 4月 1日
     利歯2 利根郡みなかみ町湯宿温泉６０６ （歯援診）第26号          平成28年 6月 1日
     0278-64-0413  (0278-64-2049) （在歯管）第45号          平成28年 6月 1日
     （歯リハ２）第84号        平成26年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第423号       平成27年 1月 1日
     （補管）第585号           平成15年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30905,0008,4 関歯科医院 〒379-1313 （歯訪診）第376号         平成29年 1月 1日
     利歯8 利根郡みなかみ町月夜野５３８ （う蝕無痛）第2号         平成20年 4月 1日
     0278-62-2709  (0278-62-3760) （歯ＣＡＤ）第448号       平成27年 2月 1日
     （補管）第583号           平成11年 7月20日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31005,0021,7 倉品歯科医院 〒379-1616 （外来環）第171号         平成26年 4月 1日
     利歯21 利根郡みなかみ町川上２０－２０ （歯ＣＡＤ）第48号        平成26年 4月 1日
     0278-72-6480  (0278-72-6481) （補管）第584号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31105,0023,3 ファミリー歯科医院 〒379-1308 （歯訪診）第348号         平成28年12月 1日
     利歯23 利根郡みなかみ町真庭２８７－１ （う蝕無痛）第31号        平成22年11月 1日
     0278-62-0078  (0278-62-3498) （歯ＣＡＤ）第317号       平成26年 8月 1日
     （手術歯根）第11号        平成23年 4月 1日
     （補管）第580号           平成 8年 4月 1日
     （酸単）第11407号         平成29年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月28日   37

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  31205,0024,1 かまた歯科医院 〒378-0415 （医管）第114号           平成18年 4月 1日
     利歯24 利根郡片品村鎌田４００５ （歯訪診）第300号         平成28年10月 1日
     0278-58-4618  (0278-58-4618) （補管）第770号           平成 9年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31305,0027,4 うえだ歯科医院 〒378-0121 （歯援診）第58号          平成29年 4月 1日
     利歯27 沼田市白沢町高平７０－１３ （歯ＣＡＤ）第571号       平成28年 4月 1日
     0278-20-9292  (0278-20-9293) （補管）第801号           平成11年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31405,0030,8 永井歯科 〒378-0101 （歯訪診）第297号         平成28年10月 1日
     利歯30 利根郡川場村谷地２０７４－１ （歯ＣＡＤ）第502号       平成27年 7月 1日
     0278-50-1184  (0278-50-1184) （補管）第1070号          平成19年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31505,0031,6 クリーンデンタル 〒379-1304 （う蝕無痛）第26号        平成22年 2月 1日
     利歯31 利根郡みなかみ町下牧１８８－３ （歯ＣＡＤ）第340号       平成26年 9月 1日
     0278-25-3100  (0278-25-3101) （補管）第1129号          平成22年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31605,0032,4 杉木歯科医院 〒379-1313 （歯訪診）第323号         平成28年11月 1日
     利歯32 利根郡みなかみ町月夜野３１０番 （補管）第1197号          平成24年 7月 1日
     地１
     0278-62-2396  (0278-62-6627)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31705,1003,4 医療法人　今成歯科医〒379-1203 （外来環）第172号         平成26年 4月 1日
     利歯1003 院 利根郡昭和村大字糸井３８１ （医管）第116号           平成18年 4月 1日
     0278-24-1211  (0278-24-1214) （在歯管）第34号          平成27年 6月 1日
     （歯訪診）第346号         平成28年11月 1日
     （歯リハ２）第106号       平成27年 6月 1日
     （う蝕無痛）第3号         平成20年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第185号       平成26年 4月 1日
     （手術歯根）第2号         平成22年 4月 1日
     （歯技工）第26号          平成22年 4月 1日
     （ＧＴＲ）第31号          平成20年 4月 1日
     （補管）第587号           平成 8年 4月 1日
     （酸単）第11408号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31805,1006,7 利根保健生活協同組合〒379-1305 （外来環）第120号         平成24年 1月 1日
     利歯1006 　生協みなかみ歯科 利根郡みなかみ町後閑５８７－３ （医管）第172号           平成26年 4月 1日
     0278-25-3399  (0278-62-2400) （か強診）第10号          平成28年 4月 1日
     （歯援診）第59号          平成28年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第696号       平成29年 9月 1日
     （歯技工）第77号          平成23年 5月 1日
     （補管）第1164号          平成23年 5月 1日
     （酸単）第11410号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月28日   38

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  31906,0002,5 高橋歯科医院 〒370-1132 （外来環）第232号         平成28年 7月 1日
     佐歯2 佐波郡玉村町下新田４６５ （歯援診）第62号          平成25年 8月 1日
     0270-65-5530  (0270-65-5530) （歯訪診）第66号          平成28年 5月 1日
     （う蝕無痛）第76号        平成28年12月 1日
     （補管）第589号           平成 8年11月22日
     （１７５）第546号         平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32006,0004,1 川越歯科医院 〒370-0124 （医管）第162号           平成24年 5月 1日
     佐歯4 伊勢崎市境２８７ （歯訪診）第469号         平成29年 3月 1日
     0270-74-0145  (0270-70-8100) （歯ＣＡＤ）第606号       平成28年 5月 1日
     （補管）第598号           平成10年 7月 9日
     （酸単）第11411号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32106,0016,5 新木歯科医院 〒370-0126 （歯訪診）第214号         平成28年 8月 1日
     佐歯16 伊勢崎市境下武士２５７０ （歯ＣＡＤ）第623号       平成28年 8月 1日
     0270-74-2205  (0270-74-2205) （歯技工）第27号          平成22年 4月 1日
     （補管）第610号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32206,0017,3 中島歯科医院 〒379-2204 （外来環）第123号         平成24年 4月 1日
     佐歯17 伊勢崎市西久保町１丁目４９－５ （医管）第29号            平成16年 4月 1日
     0270-63-0831  (0270-63-0824) （か強診）第44号          平成28年10月 1日
     （在歯管）第7号           平成22年 4月 1日
     （歯訪診）第112号         平成28年 6月 1日
     （歯リハ２）第17号        平成26年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第50号        平成26年 4月 1日
     （補管）第607号           平成 8年 4月 1日
     （１７５）第347号         平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32306,0018,1 飯島歯科医院 〒370-0124 （外来環）第223号         平成28年 5月 1日
     佐歯18 伊勢崎市境３１２－１１ （医管）第142号           平成20年 4月 1日
     0270-74-6480  (0270-74-6480) （か強診）第20号          平成28年 5月 1日
     （歯援診）第76号          平成28年 9月 1日
     （在歯管）第46号          平成28年 6月 1日
     （歯リハ２）第13号        平成26年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第519号       平成27年 9月 1日
     （補管）第596号           平成 8年 4月 1日
     （酸単）第11412号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32406,0019,9 富沢歯科医院 〒370-1124 （外来環）第244号         平成28年11月 1日
     佐歯19 佐波郡玉村町角渕５１１５－５ （医管）第31号            平成16年 4月 1日
     0270-65-7912  (0270-65-0598) （在歯管）第4号           平成22年 4月 1日
     （歯訪診）第450号         平成29年 3月 1日
     （歯ＣＡＤ）第387号       平成26年10月 1日
     （補管）第605号           平成 8年 4月 1日
     （酸単）第11414号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月28日   39

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  32506,0021,5 金井歯科医院 〒370-0112 （医管）第32号            平成16年 4月 1日
     佐歯21 伊勢崎市境西今井１－６ （歯援診）第69号          平成29年 2月 1日
     0270-76-4182  (0270-76-4182) （歯技工）第72号          平成22年 4月 1日
     （補管）第590号           平成 8年 4月 1日
     （１７５）第351号         平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32606,0022,3 さかえ歯科医院 〒379-2235 （外来環）第277号         平成29年 6月 1日
     佐歯22 伊勢崎市三室町４４６９－３ （医管）第33号            平成16年 4月 1日
     0270-63-0480  (0270-63-0480) （歯リハ２）第2号         平成26年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第1号         平成26年 4月 1日
     （補管）第592号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32706,0023,1 下山歯科医院 〒379-2211 （外来環）第239号         平成28年 9月 1日
     佐歯23 伊勢崎市市場町二丁目４５６番地 （医管）第34号            平成16年 4月 1日
     ５ （歯援診）第47号          平成28年 5月 1日
     0270-63-1960  (0270-63-1962) （歯ＣＡＤ）第213号       平成26年 5月 1日
     （補管）第609号           平成 8年 4月 1日
     （酸単）第11415号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32806,0024,9 平成歯科クリニック 〒370-1133 （補管）第602号           平成 8年 4月 1日
     佐歯24 佐波郡玉村町大字上新田１６４７ （１７５）第561号         平成14年 6月 1日
     0270-64-5555  (0270-65-8787)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32906,0025,6 うねめ歯科医院 〒370-0105 （外来環）第14号          平成20年 4月 1日
     佐歯25 伊勢崎市境伊与久１１５９ （歯訪診）第27号          平成28年 4月 1日
     0270-76-2114  (0270-76-5880) （歯リハ２）第10号        平成26年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第38号        平成26年 4月 1日
     （ＧＴＲ）第10号          平成20年 4月 1日
     （補管）第599号           平成 8年 4月 1日
     （酸単）第11416号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33006,0028,0 からさわ歯科医院 〒370-1127 （歯訪診）第386号         平成29年 1月 1日
     佐歯28 佐波郡玉村町大字上之手１４７１ （歯ＣＡＤ）第572号       平成28年 4月 1日
     －８ （補管）第603号           平成 8年 4月 1日
     0270-64-2050  (0270-64-2050)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33106,0029,8 玉村歯科医院 〒370-1133 （歯訪診）第110号         平成28年 6月 1日
     佐歯29 佐波郡玉村町大字上新田６８２－ （補管）第604号           平成 8年 4月 1日
     ３
     0270-64-2222  (0270-64-2223)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33206,0031,4 イズミ歯科医院 〒379-2206 （外来環）第260号         平成29年 3月 1日
     佐歯31 伊勢崎市香林町１丁目３５－１５ （医管）第194号           平成28年 4月 1日
     0270-63-5353  (0270-63-7005) （歯訪診）第480号         平成29年 3月 1日
     （歯ＣＡＤ）第299号       平成26年 7月 1日
     （補管）第608号           平成 8年 4月 1日
     （１７５）第319号         平成14年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月28日   40

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  33306,0032,2 かたの歯科クリニック〒370-1132 （歯ＣＡＤ）第426号       平成27年 1月 1日
     佐歯32 佐波郡玉村町下新田８１５－５ （補管）第606号           平成 8年 4月 1日
     0270-64-2000  (0270-64-1001)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33406,0035,5 新井歯科医院 〒370-0128 （外来環）第104号         平成22年 4月 1日
     佐歯35 伊勢崎市境保泉１２５０－１ （か強診）第76号          平成29年 8月 1日
     0270-76-6100  (0270-76-2905) （歯訪診）第620号         平成29年 8月 1日
     （う蝕無痛）第29号        平成22年 7月 1日
     （補管）第595号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33506,0037,1 新井歯科クリニック 〒370-0121 （医管）第35号            平成16年 4月 1日
     佐歯37 伊勢崎市境女塚２３７－１ （歯訪診）第154号         平成28年 8月 1日
     0270-74-1184  (0270-74-1164) （歯ＣＡＤ）第13号        平成26年 4月 1日
     （ＧＴＲ）第80号          平成28年 8月 1日
     （補管）第757号           平成 9年 5月 1日
     （酸単）第11417号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33606,0038,9 アイリンデンタルクリ〒370-1105 （外来環）第240号         平成28年10月 1日
     佐歯38 ニック 佐波郡玉村町福島５０９－５ （医管）第243号           平成28年10月 1日
     0270-20-4388  (0270-20-4388) （歯ＣＡＤ）第283号       平成26年 7月 1日
     （補管）第775号           平成10年 4月 1日
     （酸単）第11418号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33706,0039,7 鈴木歯科医院 〒379-2222 （医管）第36号            平成16年 4月 1日
     佐歯39 伊勢崎市田部井町２丁目４５７番 （歯訪診）第425号         平成29年 2月 1日
     地 （歯リハ２）第89号        平成26年 5月 1日
     0270-20-2290  (0270-20-2290) （歯ＣＡＤ）第218号       平成26年 5月 1日
     （補管）第780号           平成10年 6月 1日
     （酸単）第11419号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33806,0046,2 武者歯科医院 〒370-1116 （歯ＣＡＤ）第202号       平成26年 5月 1日
     佐歯46 佐波郡玉村町飯倉７４－１５ （歯技工）第28号          平成22年 4月 1日
     0270-64-6161  (0270-64-6162) （補管）第1109号          平成21年 4月21日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33906,0047,0 アイ歯科クリニック 〒370-1113 （歯訪診）第496号         平成29年 4月 1日
     佐歯47 佐波郡玉村町箱石８４－２ （歯ＣＡＤ）第372号       平成26年10月 1日
     0270-61-7353  (0270-61-7353) （補管）第1122号          平成21年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34006,1003,2 宮内歯科医院 〒370-1135 （歯訪診）第424号         平成29年 2月 1日
     佐歯1003 佐波郡玉村町大字板井字天神前２ （歯ＣＡＤ）第330号       平成26年 8月 1日
     ９３－２ （補管）第917号           平成14年 4月 1日
     0270-65-8665  (0270-65-8665)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34106,1006,5 二階堂歯科 〒379-2224 （歯訪診）第86号          平成28年 6月 1日
     佐歯1006 伊勢崎市西小保方町３４７－１１ （補管）第593号           平成 9年 5月 1日
     0270-63-2882  (0270-63-2882)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月28日   41

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  34206,1007,3 あさひ歯科医院 〒370-0102 （外来環）第134号         平成24年 6月 1日
     佐歯1007 伊勢崎市境上渕名１３５９－１０ （医管）第192号           平成28年 4月 1日
     ７ （歯訪診）第28号          平成28年 4月 1日
     0270-76-5800  (0270-76-5801) （歯リハ２）第110号       平成28年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第221号       平成26年 5月 1日
     （ＧＴＲ）第72号          平成26年 5月 1日
     （補管）第594号           平成16年 8月 1日
     （酸単）第11420号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34306,1010,7 たまむら中央歯科 〒370-1127 （歯ＣＡＤ）第92号        平成26年 4月 1日
     佐歯1010 佐波郡玉村町大字上之手１６３５ （補管）第1143号          平成22年 5月 1日
     番地２
     0270-64-3718  (0270-64-3718)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34406,3000,6 こじま歯科 〒370-1124 （歯訪診）第400号         平成29年 2月 1日
     佐歯3000 佐波郡玉村町大字角渕字天神５０ （う蝕無痛）第83号        平成29年 8月 1日
     ６６－４ （歯ＣＡＤ）第353号       平成26年 9月 1日
     0270-27-8214  (0270-27-8214) （手術歯根）第57号        平成29年 8月 1日
     （補管）第1268号          平成26年 9月 1日
     （酸単）第11421号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34506,3001,4 さくらデンタルクリニ〒370-1131 （歯援診）第100号         平成29年 2月 1日
     佐歯3001 ック 佐波郡玉村町斎田１４－３ （歯訪診）第363号         平成28年12月 1日
     0270-61-7877  (0270-61-7890) （歯ＣＡＤ）第621号       平成28年 7月 1日
     （補管）第1311号          平成28年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34610,0001,9 田部井歯科医院 〒370-0826 （補管）第134号           平成 8年 4月 1日
     高歯1 高崎市連雀町１２６ （１７５）第286号         平成14年 4月 1日
     027-322-4997  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34710,0002,7 宮下歯科医院 〒370-0823 （外来環）第15号          平成20年 4月 1日
     高歯2 高崎市中紺屋町３７ （歯訪診）第563号         平成29年 4月 1日
     027-326-6211  (027-325-4613) （歯ＣＡＤ）第145号       平成26年 4月 1日
     （補管）第234号           平成13年 4月 9日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34810,0003,5 谷内歯科医院 〒370-0832 （歯訪診）第156号         平成28年 8月 1日
     高歯3 高崎市砂賀町９１番地 （歯リハ２）第40号        平成26年 4月 1日
     027-322-4848  (027-322-4848) （歯ＣＡＤ）第153号       平成26年 4月 1日
     （補管）第214号           平成18年 4月 1日
     （１７５）第149号         平成18年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34910,0005,0 高瀬歯科医院 〒370-0814 （歯訪診）第594号         平成29年 4月 1日
     高歯5 高崎市嘉多町２７ （歯リハ２）第62号        平成26年 4月 1日
     027-322-3393  (027-322-9090) （歯ＣＡＤ）第148号       平成26年 4月 1日
     （補管）第182号           平成 8年 4月 1日
     （１７５）第285号         平成14年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月28日   42

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  35010,0010,0 上利歯科医院 〒370-0055 （補管）第220号           平成 8年 4月 1日
     高歯10 高崎市羅漢町７２ （１７５）第276号         平成14年 4月 1日
     027-322-3081  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35110,0012,6 内田デンタルオフィス〒370-0059 （歯訪診）第29号          平成28年 4月 1日
     高歯12 高崎市椿町４６ （歯ＣＡＤ）第430号       平成27年 1月 1日
     027-322-5263  (027-328-6863) （ＧＴＲ）第48号          平成21年 2月 1日
     （補管）第177号           平成19年10月 5日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35210,0013,4 山口齒科醫院 〒370-0823 （外来環）第157号         平成25年 5月 1日
     高歯13 高崎市中紺屋町１６ （歯リハ２）第31号        平成26年 4月 1日
     027-322-5304  (027-322-1835) （歯ＣＡＤ）第123号       平成26年 4月 1日
     （補管）第172号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35310,0019,1 黒沢歯科医院 〒370-0833 （補管）第246号           平成 8年 4月 1日
     高歯19 高崎市新田町６－１２ （１７５）第175号         平成14年 4月 1日
     027-322-5028  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35410,0027,4 星野歯科医院 〒370-0827 （歯訪診）第158号         平成28年 8月 1日
     高歯27 高崎市鞘町２０－１ （補管）第146号           平成 8年 4月 1日
     027-322-6281  (027-324-2552) （１７５）第287号         平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35510,0030,8 村山歯科医院 〒370-0063 （歯訪診）第159号         平成28年 8月 1日
     高歯30 高崎市飯玉町４ （歯ＣＡＤ）第86号        平成26年 4月 1日
     027-361-5197  (027-361-5197) （補管）第202号           平成 8年 4月 1日
     （酸単）第11423号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35610,0033,2 石原歯科医院 〒370-0863 （歯訪診）第160号         平成28年 8月 1日
     高歯33 高崎市聖石町１０－１１ （歯ＣＡＤ）第159号       平成26年 4月 1日
     027-322-5109  (027-322-5339) （補管）第224号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35710,0038,1 手塚歯科医院 〒370-0824 （歯訪診）第629号         平成29年12月 1日
     高歯38 高崎市田町８６－１ （歯ＣＡＤ）第389号       平成26年10月 1日
     027-322-3843  (027-322-3843) （補管）第145号           平成18年 1月 1日
     （１７５）第186号         平成18年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35810,0041,5 石田歯科医院 〒370-0065 （補管）第153号           平成 8年 4月 1日
     高歯41 高崎市末広町１８８ （１７５）第278号         平成14年 4月 1日
     027-322-2990  (027-322-2950)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月28日   43

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  35910,0045,6 田中歯科医院 〒370-0828 （外来環）第229号         平成28年 7月 1日
     高歯45 高崎市宮元町１０９ （医管）第227号           平成28年 7月 1日
     027-323-8016  (027-323-8016) （か強診）第94号          平成30年 3月 1日
     （歯訪診）第161号         平成28年 8月 1日
     （歯リハ２）第49号        平成26年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第173号       平成26年 4月 1日
     （補管）第213号           平成14年 3月11日
     （矯診）第32号            平成22年 4月 1日
     （顎診）第11号            平成20年 4月 1日
     （酸単）第11424号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36010,0047,2 ヤナセ歯科医院 〒370-0069 （医管）第197号           平成28年 4月 1日
     高歯47 高崎市飯塚町６０４－８ （歯訪診）第90号          平成28年 6月 1日
     0273-61-3811  (0273-60-3367) （歯ＣＡＤ）第170号       平成26年 4月 1日
     （ＧＴＲ）第11号          平成20年 4月 1日
     （補管）第141号           平成 8年 4月 1日
     （酸単）第11425号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36110,0048,0 原沢歯科医院 〒370-0063 （補管）第169号           平成 8年 4月 1日
     高歯48 高崎市飯玉町８４ （１７５）第157号         平成14年 4月 1日
     027-361-2983  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36210,0055,5 落合歯科医院 〒370-1201 （歯ＣＡＤ）第431号       平成27年 1月 1日
     高歯55 高崎市倉賀野町１０５４ （補管）第240号           平成 8年 4月 1日
     027-346-2198  (027-346-2907)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36310,0073,8 茂木歯科医院 〒370-0078 （補管）第164号           平成 8年 4月 1日
     高歯73 高崎市上小鳥町３０９－４
     027-361-3636  (027-361-3623)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36410,0080,3 柿沼歯科医院 〒370-0027 （歯訪診）第462号         平成29年 3月 1日
     高歯80 高崎市上滝町１０３３ （歯ＣＡＤ）第307号       平成26年 8月 1日
     027-352-1800  (027-352-9300) （補管）第206号           平成 8年 4月 1日
     （１７５）第577号         平成23年 5月20日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36510,0084,5 松村歯科医院 〒370-0069 （１７５）第146号         平成14年 4月 1日
     高歯84 高崎市飯塚町１５４－７
     027-361-2295  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36610,0094,4 歯科伊勢田医院 〒370-0845 （医管）第250号           平成28年12月 1日
     高歯94 高崎市新後閑町１０－２４ （歯訪診）第385号         平成29年 1月 1日
     027-323-3085  (027-323-3085) （歯ＣＡＤ）第183号       平成26年 4月 1日
     （補管）第186号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月28日   44

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  36710,0095,1 長谷川歯科医院 〒370-0861 （医管）第145号           平成20年 4月 1日
     高歯95 高崎市八千代町３－１７－９ （歯訪診）第162号         平成28年 8月 1日
     027-323-8059  (027-323-5806) （歯ＣＡＤ）第156号       平成26年 4月 1日
     （補管）第221号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36810,0097,7 井上歯科医院 〒370-0046 （歯訪診）第163号         平成28年 8月 1日
     高歯97 高崎市江木町２７５－５ （補管）第236号           平成 8年 4月 1日
     0273-22-7628  (0273-26-1964)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36910,0100,9 浦部歯科医院 〒370-1201 （歯援診）第15号          平成29年 4月 1日
     高歯100 高崎市倉賀野町１４８８ （歯訪診）第111号         平成28年 6月 1日
     027-346-2298  (027-346-2298) （歯ＣＡＤ）第47号        平成26年 4月 1日
     （補管）第130号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37010,0101,7 なつめ歯科医院 〒370-0085 （補管）第208号           平成 8年 4月 1日
     高歯101 高崎市我峰町３２４ （１７５）第177号         平成14年 4月 1日
     027-343-4470  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37110,0102,5 平野歯科医院 〒370-0064 （歯訪診）第164号         平成28年 8月 1日
     高歯102 高崎市芝塚町１９０１－１ （補管）第899号           平成14年 4月 1日
     027-323-1811  (027-364-6410) （１７５）第144号         平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37210,0103,3 はちすか歯科医院 〒370-0864 （歯訪診）第165号         平成28年 8月 1日
     高歯103 高崎市石原町３２５４ （歯ＣＡＤ）第438号       平成27年 1月 1日
     027-327-3317  (027-327-3013) （ＧＴＲ）第12号          平成20年 4月 1日
     （補管）第161号           平成10年 5月 1日
     （１７５）第531号         平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37310,0105,8 中居歯科診療所 〒370-0852 （歯訪診）第459号         平成29年 3月 1日
     高歯105 高崎市中居町１－１８－３ （補管）第203号           平成 8年 4月 1日
     027-352-9796  (027-352-9796) （１７５）第184号         平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37410,0107,4 黒沢デンタルクリニッ〒370-0053 （歯訪診）第166号         平成28年 8月 1日
     高歯107 ク 高崎市通町９３－２０ （歯ＣＡＤ）第656号       平成29年 3月 1日
     027-326-7505  (027-326-7505) （補管）第230号           平成15年 1月31日
     （１７５）第155号         平成15年 1月31日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37510,0110,8 堀口歯科医院 〒370-0071 （歯訪診）第167号         平成28年 8月 1日
     高歯110 高崎市小八木町１５９９ （歯ＣＡＤ）第537号       平成27年12月 1日
     027-362-8148  (027-362-8226) （補管）第154号           平成 8年 4月 1日
     （１７５）第154号         平成14年 4月 1日
     （酸単）第11426号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37610,0111,6 早田歯科医院 〒370-0073 （歯訪診）第562号         平成29年 4月 1日
     高歯111 高崎市緑町３－１０－３ （補管）第165号           平成 8年 4月 1日
     0273-63-0101  (027-361-7915)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月28日   45

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  37710,0113,2 落合歯科医院 〒370-0042 （歯訪診）第168号         平成28年 8月 1日
     高歯113 高崎市貝沢町３５６－３ （歯リハ２）第61号        平成26年 4月 1日
     0273-62-1551  (0273-62-1036) （歯ＣＡＤ）第160号       平成26年 4月 1日
     （補管）第243号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37810,0114,0 谷歯科医院 〒370-0074 （補管）第148号           平成 8年 4月 1日
     高歯114 高崎市下小鳥町７４ （１７５）第168号         平成14年 4月 1日
     027-362-2121  (027-362-2121)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37910,0121,5 曽根歯科医院 〒370-0815 （歯訪診）第169号         平成28年 8月 1日
     高歯121 高崎市柳川町９－９ （歯ＣＡＤ）第755号       平成30年 3月 1日
     027-324-0418  (027-325-0118) （補管）第215号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38010,0122,3 川崎歯科医院 〒370-0042 （歯訪診）第170号         平成28年 8月 1日
     高歯122 高崎市貝沢町塚越９４５－２ （補管）第136号           平成 8年 4月 1日
     027-362-8811  (027-362-8811)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38110,0123,1 後藤歯科医院 〒370-1201 （歯訪診）第171号         平成28年 8月 1日
     高歯123 高崎市倉賀野町５５６２－１２ （歯リハ２）第52号        平成26年 4月 1日
     027-346-5323  (027-346-5453) （歯ＣＡＤ）第182号       平成26年 4月 1日
     （補管）第205号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38210,0124,9 黒田歯科医院 〒370-0046 （歯訪診）第89号          平成28年 6月 1日
     高歯124 高崎市江木町１２００ （歯ＣＡＤ）第171号       平成26年 4月 1日
     027-325-3456  (027-325-3456) （歯技工）第32号          平成22年 4月 1日
     （補管）第173号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38310,0125,6 福田歯科クリニック 〒370-0855 （補管）第199号           平成 8年 4月 1日
     高歯125 高崎市下佐野町４－３ （１７５）第170号         平成14年 4月 1日
     027-326-5352  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38410,0126,4 小久保歯科医院 〒370-0866 （歯訪診）第172号         平成28年 8月 1日
     高歯126 高崎市城山町１－２８－１３ （補管）第135号           平成 8年 4月 1日
     027-327-5252  （１７５）第280号         平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38510,0127,2 染谷歯科医院 〒370-1201 （歯訪診）第173号         平成28年 8月 1日
     高歯127 高崎市倉賀野町１６０４－７ （歯リハ２）第57号        平成26年 4月 1日
     027-346-8010  （歯ＣＡＤ）第310号       平成26年 8月 1日
     （補管）第196号           平成16年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38610,0128,0 真下歯科医院 〒370-0802 （歯訪診）第174号         平成28年 8月 1日
     高歯128 高崎市並榎町１７０－５ （歯ＣＡＤ）第184号       平成26年 4月 1日
     027-322-8830  (027-322-8830) （補管）第174号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月28日   46

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  38710,0129,8 吉井歯科医院 〒370-0864 （外来環）第189号         平成26年11月 1日
     高歯129 高崎市石原町３２１３－３ （医管）第180号           平成27年 2月 1日
     027-327-4772  (027-326-7326) （歯ＣＡＤ）第96号        平成26年 4月 1日
     （補管）第178号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38810,0131,4 向井歯科医院 〒370-0045 （歯訪診）第564号         平成29年 4月 1日
     高歯131 高崎市東町１９１－１ （歯ＣＡＤ）第493号       平成27年 5月 1日
     027-322-8788  (027-322-8788) （補管）第149号           平成 8年 4月 1日
     （１７５）第181号         平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38910,0133,0 岸歯科クリニック 〒370-0002 （歯訪診）第175号         平成28年 8月 1日
     高歯133 高崎市日高町５４４－６ （歯ＣＡＤ）第731号       平成30年 2月 1日
     027-363-6020  (027-363-6020) （補管）第151号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39010,0137,1 新井歯科医院 〒370-0041 （歯訪診）第489号         平成29年 3月 1日
     高歯137 高崎市東貝沢町２－２５－４ （歯ＣＡＤ）第150号       平成26年 4月 1日
     027-363-2883  (027-363-2883) （補管）第197号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39110,0138,9 ホワイト歯科クリニッ〒370-0851 （外来環）第48号          平成20年 6月 1日
     高歯138 ク 高崎市上中居町３９７－１ （歯特連）第4号           平成22年 4月 1日
     027-327-8148  (027-327-8159) （医管）第40号            平成16年 4月 1日
     （か強診）第11号          平成28年 4月 1日
     （歯援診）第17号          平成29年 4月 1日
     （在歯管）第6号           平成22年 4月 1日
     （歯訪診）第30号          平成28年 4月 1日
     （歯リハ２）第43号        平成26年 4月 1日
     （う蝕無痛）第19号        平成20年 5月 1日
     （歯ＣＡＤ）第147号       平成26年 4月 1日
     （手術歯根）第4号         平成22年 4月 1日
     （歯技工）第33号          平成22年 4月 1日
     （補管）第189号           平成 8年 4月 1日
     （酸単）第11428号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39210,0140,5 清水歯科医院 〒370-0077 （補管）第227号           平成 8年 4月 1日
     高歯140 高崎市上小塙町１０６６－２
     027-344-1177  (027-360-4106)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39310,0141,3 藤生歯科医院 〒370-0813 （歯訪診）第176号         平成28年 8月 1日
     高歯141 高崎市本町１－２１ （歯リハ２）第96号        平成26年 6月 1日
     027-325-2223  （歯ＣＡＤ）第239号       平成26年 6月 1日
     （補管）第216号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39410,0145,4 武井小児歯科医院 〒370-0862 （歯ＣＡＤ）第752号       平成30年 3月 1日
     高歯145 高崎市片岡町２－１５－１１ （補管）第926号           平成14年 4月 1日
     027-326-8148  (027-326-8213) （酸単）第11430号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月28日   47

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  39510,0146,2 割田歯科医院 〒370-1203 （外来環）第139号         平成24年 7月 1日
     高歯146 高崎市矢中町３１１－１５ （歯訪診）第177号         平成28年 8月 1日
     027-353-0009  (027-353-2506) （う蝕無痛）第69号        平成28年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第573号       平成28年 4月 1日
     （補管）第150号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39610,0147,0 相馬歯科医院 〒370-0041 （医管）第233号           平成28年 8月 1日
     高歯147 高崎市東貝沢町２－８－３ （歯訪診）第178号         平成28年 8月 1日
     027-363-0118  (027-364-8880) （う蝕無痛）第58号        平成27年 3月 1日
     （歯ＣＡＤ）第384号       平成26年10月 1日
     （手術歯根）第34号        平成27年 3月 1日
     （補管）第194号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39710,0148,8 石井歯科医院 〒370-0857 （歯訪診）第179号         平成28年 8月 1日
     高歯148 高崎市上佐野町２７８番地８ （補管）第233号           平成17年 5月 2日
     027-322-7557  (027-322-7528) （１７５）第279号         平成17年 5月 2日
     （酸単）第11431号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39810,0152,0 八木歯科医院 〒370-0077 （歯訪診）第180号         平成28年 8月 1日
     高歯152 高崎市上小塙町６１９ （歯ＣＡＤ）第264号       平成26年 7月 1日
     027-344-1164  (027-344-1164) （歯技工）第34号          平成22年 4月 1日
     （補管）第138号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39910,0153,8 大田歯科医院 〒370-0864 （歯リハ２）第64号        平成26年 4月 1日
     高歯153 高崎市石原町３９４２－４ （歯ＣＡＤ）第155号       平成26年 4月 1日
     027-322-1205  (027-322-1381) （補管）第152号           平成 8年 4月 1日
     （酸単）第11433号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40010,0155,3 清水デンタルクリニッ〒370-0801 （歯ＣＡＤ）第460号       平成27年 3月 1日
     高歯155 ク 高崎市上並榎町２５６－３センチ （ＧＴＲ）第14号          平成20年 4月 1日
     ュリーハイツ１Ｆ （補管）第133号           平成14年12月10日
     027-363-5727  (027-363-5722)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40110,0157,9 武者歯科医院 〒370-1207 （外来環）第149号         平成24年10月 1日
     高歯157 高崎市綿貫町４７６－２ （歯訪診）第181号         平成28年 8月 1日
     027-346-1233  (027-346-1233) （歯ＣＡＤ）第449号       平成27年 2月 1日
     （補管）第126号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40210,0158,7 冨所歯科医院 〒370-0016 （歯援診）第21号          平成29年 4月 1日
     高歯158 高崎市矢島町１ （補管）第193号           平成 8年 4月 1日
     027-353-3322  (027-353-4004)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40310,0159,5 豊泉歯科クリニック 〒370-0811 （歯訪診）第182号         平成28年 8月 1日
     高歯159 高崎市相生町５３ （歯リハ２）第60号        平成26年 4月 1日
     0273-24-7413  (0273-24-9179) （う蝕無痛）第48号        平成26年 4月 1日
     （補管）第144号           平成 8年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月28日   48

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  40410,0160,3 国吉歯科医院 〒370-0873 （歯訪診）第183号         平成28年 8月 1日
     高歯160 高崎市下豊岡町１４８９－１ （歯ＣＡＤ）第194号       平成26年 5月 1日
     027-328-1118  (027-328-1117) （補管）第142号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40510,0161,1 高橋歯科医院 〒370-0072 （歯訪診）第184号         平成28年 8月 1日
     高歯161 高崎市大八木町１８５５－２ （歯ＣＡＤ）第394号       平成26年11月 1日
     027-363-6940  (027-363-7004) （補管）第244号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40610,0163,7 たにうち歯科医院 〒370-0018 （歯訪診）第185号         平成28年 8月 1日
     高歯163 高崎市新保町１５７９－１ （歯ＣＡＤ）第169号       平成26年 4月 1日
     027-353-2222  (027-353-2222) （補管）第147号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40710,0165,2 武山歯科医院 〒370-1203 （歯訪診）第186号         平成28年 8月 1日
     高歯165 高崎市矢中町３１８－８ （歯ＣＡＤ）第390号       平成26年10月 1日
     027-352-2241  (027-352-2241) （補管）第226号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40810,0166,0 小林歯科医院 〒370-0883 （外来環）第166号         平成26年 2月 1日
     高歯166 高崎市剣崎町９２９－１ （歯リハ２）第65号        平成26年 4月 1日
     027-344-4888  (027-344-5001) （歯ＣＡＤ）第624号       平成28年 8月 1日
     （補管）第185号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40910,0167,8 ひろみ歯科クリニック〒370-0803 （歯訪診）第187号         平成28年 8月 1日
     高歯167 高崎市大橋町２５３－１３ （ＧＴＲ）第15号          平成20年 4月 1日
     027-328-0222  (027-328-3737) （補管）第232号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41010,0169,4 日比野歯科医院 〒370-1213 （補管）第127号           平成 8年 4月 1日
     高歯169 高崎市山名町６７４ （１７５）第250号         平成14年 4月 1日
     027-347-4767  (027-347-4937)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41110,0170,2 とづか歯科医院 〒370-0874 （歯訪診）第490号         平成29年 3月 1日
     高歯170 高崎市中豊岡町１３９－５ （歯ＣＡＤ）第482号       平成27年 4月 1日
     027-327-3318  (027-327-3318) （補管）第198号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41210,0173,6 田島歯科クリニック 〒370-0801 （歯ＣＡＤ）第161号       平成26年 4月 1日
     高歯173 高崎市上並榎町５７－１０ （補管）第731号           平成 8年 7月 1日
     027-364-8801  (027-364-8810)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41310,0174,4 谷内歯科クリニック 〒370-1201 （歯訪診）第188号         平成28年 8月 1日
     高歯174 高崎市倉賀野町１８１２－１２ （う蝕無痛）第5号         平成20年 4月 1日
     027-346-8877  (027-346-8877) （歯ＣＡＤ）第162号       平成26年 4月 1日
     （手術歯根）第5号         平成22年 4月 1日
     （補管）第737号           平成 8年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41410,0177,7 関口歯科医院 〒370-0046 （歯訪診）第479号         平成29年 3月 1日
     高歯177 高崎市江木町東沖１７００ （歯ＣＡＤ）第610号       平成28年 6月 1日
     027-327-6402  (027-321-3480) （補管）第822号           平成12年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月28日   49

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  41510,0178,5 能上歯科医院 〒370-0084 （歯技工）第35号          平成22年 4月 1日
     高歯178 高崎市菊地町字薬師前４０３ （補管）第771号           平成 9年11月 1日
     027-343-8127  (027-253-5559)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41610,0179,3 ごうくら歯科医院 〒370-0031 （外来環）第37号          平成20年 5月 1日
     高歯179 高崎市上大類町１３７９－１ （歯訪診）第189号         平成28年 8月 1日
     027-370-1181  (027-370-1182) （補管）第768号           平成 9年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41710,0183,5 落合歯科クリニック 〒370-0067 （歯ＣＡＤ）第616号       平成28年 6月 1日
     高歯183 高崎市請地町１５－３ （補管）第788号           平成10年 8月 1日
     027-321-8388  (027-321-8220) （酸単）第11441号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41810,0185,0 井田歯科クリニック 〒370-0065 （外来環）第16号          平成20年 4月 1日
     高歯185 高崎市末広町７２ （医管）第42号            平成16年 4月 1日
     027-324-1180  (027-324-1190) （か強診）第12号          平成28年 4月 1日
     （歯援診）第6号           平成29年 3月 1日
     （在歯管）第14号          平成22年 4月 1日
     （歯リハ２）第46号        平成26年 4月 1日
     （う蝕無痛）第24号        平成21年 1月 1日
     （歯ＣＡＤ）第164号       平成26年 4月 1日
     （手術歯根）第7号         平成22年 4月 1日
     （補管）第790号           平成10年 9月 1日
     （矯診）第24号            平成22年 4月 1日
     （酸単）第11442号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41910,0186,8 井本歯科医院 〒370-0005 （歯ＣＡＤ）第687号       平成29年 7月 1日
     高歯186 高崎市浜尻町２０１－２０ （補管）第792号           平成10年10月 1日
     027-370-1666  (027-370-1667)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42010,0187,6 高崎タワー２１デンタ〒370-0841 （歯ＣＡＤ）第230号       平成26年 6月 1日
     高歯187 ルクリニック 高崎市栄町３－２３高崎タワー２ （補管）第793号           平成10年11月 1日
     １ビル　２階
     027-326-8211  (027-326-8211)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42110,0189,2 とくなが歯科クリニッ〒370-0872 （外来環）第316号         平成30年 3月 1日
     高歯189 ク 高崎市北久保町１０－２０ （医管）第283号           平成30年 3月 1日
     027-324-8114  (027-324-8114) （歯訪診）第600号         平成29年 4月 1日
     （歯リハ２）第58号        平成26年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第177号       平成26年 4月 1日
     （補管）第804号           平成11年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42210,0191,8 音羽ノ森歯科診療室 〒370-0076 （歯訪診）第88号          平成28年 6月 1日
     高歯191 高崎市下小塙町１６５０－２ （歯ＣＡＤ）第6号         平成26年 4月 1日
     027-344-8864  (027-344-8864) （補管）第845号           平成12年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月28日   50

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  42310,0192,6 はぎわら歯科医院 〒370-0043 （歯訪診）第190号         平成28年 8月 1日
     高歯192 高崎市高関町８９－１ （歯リハ２）第63号        平成26年 4月 1日
     027-330-4182  (027-330-3718) （歯ＣＡＤ）第157号       平成26年 4月 1日
     （ＧＴＲ）第16号          平成20年 4月 1日
     （補管）第812号           平成11年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42410,0193,4 緑町歯科クリニック 〒370-0073 （歯訪診）第32号          平成28年 4月 1日
     高歯193 高崎市緑町１－２５－４ （補管）第821号           平成12年 2月 1日
     027-364-0168  (027-364-0168)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42510,0195,9 柳沢歯科クリニック 〒370-0855 （外来環）第251号         平成28年12月 1日
     高歯195 高崎市下佐野町７１６－５ （医管）第251号           平成28年12月 1日
     027-347-6480  (027-347-6480) （歯ＣＡＤ）第172号       平成26年 4月 1日
     （補管）第871号           平成13年 5月 1日
     （酸単）第11443号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42610,0196,7 スマイル歯科クリニッ〒370-1207 （歯訪診）第636号         平成30年 2月 1日
     高歯196 ク 高崎市綿貫町４８６　　　 （歯ＣＡＤ）第678号       平成29年 6月 1日
     027-320-2418  (027-320-2418) （補管）第877号           平成13年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42710,0197,5 いぶき歯科クリニック〒370-0035 （外来環）第50号          平成20年 6月 1日
     高歯197 高崎市柴崎町１２６０ （か強診）第91号          平成30年 2月 1日
     027-353-6480  (027-353-6485) （歯訪診）第191号         平成28年 8月 1日
     （歯ＣＡＤ）第228号       平成26年 6月 1日
     （補管）第883号           平成13年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42810,0198,3 もんや歯科クリニック〒370-0076 （外来環）第76号          平成20年 9月 1日
     高歯198 高崎市下小塙町８７８－４ （か強診）第68号          平成29年 4月 1日
     027-344-8241  (027-344-8241) （歯訪診）第192号         平成28年 8月 1日
     （歯ＣＡＤ）第631号       平成28年10月 1日
     （補管）第887号           平成14年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42910,0202,3 さとう歯科 〒370-0851 （歯訪診）第33号          平成28年 4月 1日
     高歯202 高崎市上中居町６２ （補管）第900号           平成14年 4月 1日
     027-330-3888  (027-330-3555)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43010,0203,1 永井歯科 〒370-0831 （歯ＣＡＤ）第405号       平成26年11月 1日
     高歯203 高崎市あら町２３３ドルチェヴィ （補管）第901号           平成18年 7月 3日
     ータ高崎２階
     027-320-7272  (027-320-7273)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43110,0204,9 大塚歯科医院 〒370-0046 （歯訪診）第193号         平成28年 8月 1日
     高歯204 高崎市江木町２９８－１０ （補管）第928号           平成14年 5月 1日
     027-322-8118  (027-322-8118)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月28日   51

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  43210,0206,4 川上歯科クリニック 〒370-0072 （歯ＣＡＤ）第574号       平成28年 4月 1日
     高歯206 高崎市大八木町５７５－２ （補管）第942号           平成14年11月 1日
     027-361-0890  (027-361-0890)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43310,0207,2 三河歯科医院 〒370-1203 （歯訪診）第84号          平成28年 6月 1日
     高歯207 高崎市矢中町９１６－１ （歯ＣＡＤ）第174号       平成26年 4月 1日
     027-346-5652  (027-346-5652) （補管）第157号           平成15年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43410,0208,0 ひばり歯科診療所 〒370-1203 （補管）第952号           平成15年 5月 1日
     高歯208 高崎市矢中町２０－１
     027-345-0055  (027-345-0056)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43510,0209,8 高橋歯科医院 〒370-0074 （医管）第214号           平成28年 6月 1日
     高歯209 高崎市下小鳥町６９番地５ （歯訪診）第194号         平成28年 8月 1日
     027-361-9960  (027-364-0433) （歯ＣＡＤ）第175号       平成26年 4月 1日
     （歯技工）第38号          平成22年 4月 1日
     （補管）第241号           平成16年 7月 1日
     （１７５）第172号         平成16年 7月 1日
     （酸単）第11445号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43610,0211,4 せきぐち歯科医院 〒370-0026 （歯ＣＡＤ）第158号       平成26年 4月 1日
     高歯211 高崎市下滝町１５－１８ （補管）第992号           平成16年11月 1日
     027-353-8808  (027-353-8808)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43710,0214,8 さわやか歯科クリニッ〒370-0081 （外来環）第267号         平成29年 4月 1日
     高歯214 ク 高崎市浜川町３８２－１ （歯訪診）第195号         平成28年 8月 1日
     027-340-1670  (027-340-1680) （歯ＣＡＤ）第232号       平成26年 6月 1日
     （補管）第1022号          平成17年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43810,0216,3 あおぞら歯科クリニッ〒370-0043 （外来環）第138号         平成24年 6月 1日
     高歯216 ク 高崎市高関町３７７－５ （医管）第215号           平成28年 6月 1日
     027-320-6480  (027-320-1818) （か強診）第67号          平成29年 4月 1日
     （歯訪診）第463号         平成29年 3月 1日
     （歯リハ２）第86号        平成26年 5月 1日
     （歯ＣＡＤ）第187号       平成26年 5月 1日
     （補管）第1030号          平成18年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43910,0219,7 矢口歯科医院 〒370-3402 （歯訪診）第196号         平成28年 8月 1日
     高歯219 高崎市倉渕町三ノ倉８６８－２ （補管）第1047号          平成18年12月 1日
     027-378-2050  (027-378-2050) （１７５）第574号         平成19年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44010,0220,5 かみさと歯科クリニッ〒370-3533 （補管）第1061号          平成19年 6月 1日
     高歯220 ク 高崎市保渡田町１６３０－４
     027-360-6543  (027-360-6544)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月28日   52

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  44110,0221,3 大沢歯科クリニック 〒370-0828 （外来環）第190号         平成26年12月 1日
     高歯221 高崎市宮元町７番地１ （医管）第120号           平成20年 4月 1日
     027-327-1231  (027-327-1231) （歯訪診）第197号         平成28年 8月 1日
     （補管）第183号           平成20年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44210,0222,1 しばやま歯科 〒370-0849 （歯訪診）第150号         平成28年 8月 1日
     高歯222 高崎市八島町１０７　ブレーンハ （歯ＣＡＤ）第263号       平成26年 7月 1日
     イム柴山 （補管）第1094号          平成21年 2月 1日
     027-393-6480  (027-393-6480)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44310,0223,9 岡村デンタルクリニッ〒370-3521 （歯ＣＡＤ）第278号       平成26年 7月 1日
     高歯223 ク 高崎市棟高町１１５２ （補管）第1102号          平成21年 4月 1日
     027-387-0418  (027-387-0419)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44410,0224,7 あまだ歯科医院 〒370-0827 （歯ＣＡＤ）第167号       平成26年 4月 1日
     高歯224 高崎市鞘町７７番地 （補管）第1104号          平成21年 5月 1日
     027-328-3270  (027-328-3270)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44510,0225,4 しんがい歯科医院 〒370-0075 （外来環）第178号         平成26年 6月 1日
     高歯225 高崎市筑縄町２０－５ （歯訪診）第491号         平成29年 3月 1日
     027-386-6480  (027-386-6481) （補管）第1114号          平成21年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44610,0226,2 ささざわ歯科医院 〒370-0018 （歯訪診）第244号         平成28年 9月 1日
     高歯226 高崎市新保町１１４１ （歯ＣＡＤ）第268号       平成26年 7月 1日
     027-364-0418  (027-386-6487) （補管）第1117号          平成21年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44710,0227,0 ナオ歯科クリニック 〒370-0065 （歯ＣＡＤ）第509号       平成27年 8月 1日
     高歯227 高崎市末広町３５－５ （補管）第1118号          平成21年10月 1日
     027-386-8211  (027-386-8212)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44810,0228,8 下小鳥歯科 〒370-0074 （歯訪診）第377号         平成29年 1月 1日
     高歯228 高崎市下小鳥町３６－２ （補管）第1135号          平成22年 4月 1日
     027-333-4153  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44910,0230,4 篠原歯科医院 〒370-0851 （歯リハ２）第59号        平成26年 4月 1日
     高歯230 高崎市上中居町１８１－５ （歯ＣＡＤ）第179号       平成26年 4月 1日
     027-326-8347  (027-326-8346) （補管）第1144号          平成22年 5月16日
     （１７５）第576号         平成22年 5月16日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45010,0231,2 永井歯科医院 〒370-0884 （歯訪診）第198号         平成28年 8月 1日
     高歯231 高崎市八幡町４４３－４ （歯リハ２）第51号        平成26年 4月 1日
     027-343-2855  (027-343-2852) （歯ＣＡＤ）第146号       平成26年 4月 1日
     （補管）第1167号          平成23年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45110,0232,0 平山歯科 〒370-3334 （歯訪診）第448号         平成29年 3月 1日
     高歯232 高崎市本郷町１４４０ （歯ＣＡＤ）第479号       平成27年 4月 1日
     027-386-8241  (027-386-8239) （補管）第1175号          平成23年 7月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月28日   53

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  45210,0233,8 おの歯科クリニック 〒370-3511 （外来環）第124号         平成24年 4月 1日
     高歯233 高崎市金古町１９４３－２ （歯援診）第52号          平成29年 3月 1日
     027-386-5585  (027-386-8858) （歯地連）第16号          平成24年 5月 1日
     （歯訪診）第199号         平成28年 8月 1日
     （歯リハ２）第54号        平成26年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第180号       平成26年 4月 1日
     （補管）第1179号          平成23年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45310,0234,6 間仁田歯科医院 〒370-0803 （歯訪診）第200号         平成28年 8月 1日
     高歯234 高崎市大橋町１３０ （歯ＣＡＤ）第211号       平成26年 5月 1日
     027-325-6033  (027-322-9550) （補管）第1183号          平成24年 1月 1日
     （酸単）第11446号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45410,0235,3 宮下歯科Ⅱ 〒370-0862 （歯訪診）第592号         平成29年 4月 1日
     高歯235 高崎市片岡町１－１－１ （手顕微加）第29号        平成29年 4月 1日
     027-323-5539  (027-323-5576) （根切顕微）第25号        平成29年 4月 1日
     （補管）第1191号          平成24年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45510,0236,1 保母歯科医院 〒370-3345 （補管）第1207号          平成24年 9月15日
     高歯236 高崎市上里見町６６２番地４ （酸単）第11447号         平成29年 4月 1日
     027-374-0024  (027-374-0024)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45610,0237,9 高井歯科クリニック 〒370-0851 （外来環）第150号         平成24年11月 1日
     高歯237 高崎市上中居町１７７０ （医管）第211号           平成28年 5月 1日
     027-384-6480  (027-384-6481) （か強診）第66号          平成29年 4月 1日
     （歯訪診）第555号         平成29年 4月 1日
     （歯リハ２）第20号        平成26年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第89号        平成26年 4月 1日
     （ＧＴＲ）第60号          平成24年11月 1日
     （補管）第1206号          平成24年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45710,0239,5 中曽根歯科医院 〒370-0051 （外来環）第160号         平成25年 6月 1日
     高歯239 高崎市弓町１２７－１ （歯訪診）第201号         平成28年 8月 1日
     027-322-3459  (027-323-4282) （歯ＣＡＤ）第195号       平成26年 5月 1日
     （ＧＴＲ）第63号          平成25年 6月 1日
     （補管）第1222号          平成25年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45810,0240,3 たきかわ歯科医院 〒370-1206 （歯ＣＡＤ）第321号       平成26年 8月 1日
     高歯240 高崎市台新田町１７６－１ （補管）第1224号          平成25年 7月 1日
     027-346-1700  (027-346-1700)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45910,1010,9 平塚歯科医院 〒370-0849 （歯訪診）第146号         平成28年 8月 1日
     高歯1010 高崎市八島町２２２高崎ターミナ （歯ＣＡＤ）第672号       平成29年 5月 1日
     ルビル　７Ｆ （補管）第179号           平成 8年 4月 1日
     027-325-2464  (027-325-2633)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月28日   54

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  46010,1011,7 医療法人　みやざき矯〒370-0849 （矯診）第22号            平成22年 4月 1日
     高歯1011 正歯科医院 高崎市八島町８２－１８ （顎診）第1号             平成12年12月20日
     027-323-8778  (027-322-9078)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46110,1012,5 星野歯科クリニック 〒370-0073 （外来環）第68号          平成20年 8月 1日
     高歯1012 高崎市緑町４－１２－８ （医管）第223号           平成28年 6月 1日
     027-362-7792  (027-362-7447) （か強診）第26号          平成28年 6月 1日
     （歯訪診）第80号          平成28年 6月 1日
     （歯リハ２）第114号       平成28年 6月 1日
     （う蝕無痛）第28号        平成22年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第392号       平成26年10月 1日
     （歯技工）第36号          平成22年 4月 1日
     （補管）第156号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46210,1015,8 笠野歯科医院 〒370-0004 （医管）第146号           平成20年 4月 1日
     高歯1015 高崎市井野町１１０９－２０ （歯訪診）第229号         平成28年 9月 1日
     027-363-3200  (027-361-7890) （う蝕無痛）第6号         平成20年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第650号       平成28年12月 1日
     （補管）第229号           平成 8年 4月 1日
     （１７５）第148号         平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46310,1016,6 ひろかみ歯科医院 〒370-0085 （外来環）第126号         平成24年 4月 1日
     高歯1016 高崎市我峰町２２０－２ （医管）第201号           平成28年 4月 1日
     027-343-1777  (027-343-1710) （か強診）第19号          平成28年 4月 1日
     （在歯管）第42号          平成28年 4月 1日
     （歯訪診）第62号          平成28年 4月 1日
     （歯リハ２）第85号        平成26年 5月 1日
     （歯ＣＡＤ）第196号       平成26年 5月 1日
     （補管）第239号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46410,1017,4 加納歯科医院 〒370-0071 （外来環）第141号         平成24年 7月 1日
     高歯1017 高崎市小八木町２０１０番地１４ （か強診）第50号          平成28年12月 1日
     027-362-3126  (027-362-3126) （歯訪診）第349号         平成28年12月 1日
     （歯リハ２）第56号        平成26年 4月 1日
     （手顕微加）第10号        平成28年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第178号       平成26年 4月 1日
     （ＧＴＲ）第71号          平成26年 4月 1日
     （補管）第831号           平成15年 3月18日
     （酸単）第11449号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46510,1020,8 なかの歯科医院 〒370-0845 （医管）第231号           平成28年 7月 1日
     高歯1020 高崎市新後閑町１－１４ （歯地連）第2号           平成20年 4月 1日
     027-326-6480  (027-327-6230) （歯訪診）第202号         平成28年 8月 1日
     （歯リハ２）第55号        平成26年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第427号       平成27年 1月 1日
     （補管）第187号           平成 8年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月28日   55

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  46610,1023,2 山村矯正歯科 〒370-0065 （歯ＣＡＤ）第720号       平成30年 1月 1日
     高歯1023 高崎市末広町１０６－１ （補管）第209号           平成10年 4月 1日
     027-364-4315  (027-363-0212) （矯診）第27号            平成22年 4月 1日
     （１７５）第173号         平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46710,1024,0 医療法人社団よしと会〒370-0061 （外来環）第105号         平成22年 4月 1日
     高歯1024 永山歯科医院 高崎市天神町１１０ （医管）第44号            平成20年12月10日
     027-363-3271  (027-364-8241) （か強診）第21号          平成28年 5月 1日
     （在歯管）第13号          平成22年 4月 1日
     （歯訪診）第34号          平成28年 4月 1日
     （手顕微加）第20号        平成28年 5月 1日
     （う蝕無痛）第51号        平成26年 7月 1日
     （歯ＣＡＤ）第166号       平成26年 4月 1日
     （手術歯根）第27号        平成26年 7月 1日
     （歯技工）第40号          平成22年 4月 1日
     （補管）第163号           平成20年12月10日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46810,1027,3 武井歯科クリニック 〒370-0081 （医管）第135号           平成18年 4月 1日
     高歯1027 高崎市浜川町１６５９番地４ （手顕微加）第14号        平成28年 4月 1日
     0273-60-4188  (0273-60-4189) （歯ＣＡＤ）第595号       平成28年 4月 1日
     （ＧＴＲ）第83号          平成29年 4月 1日
     （根切顕微）第24号        平成29年 4月 1日
     （補管）第783号           平成14年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46910,1031,5 丸橋ファミリー歯科 〒370-0073 （歯技工）第41号          平成22年 4月 1日
     高歯1031 高崎市緑町１丁目８－７ （補管）第981号           平成16年 5月 1日
     027-363-8241  (027-363-4184)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47010,1032,3 医療法人尚歯会いさは〒370-0011 （外来環）第30号          平成20年 4月 1日
     高歯1032 い歯科医院 高崎市京目町６９６ （医管）第41号            平成16年12月 1日
     027-353-3777  (027-353-3778) （歯訪診）第618号         平成29年 8月 1日
     （歯リハ２）第42号        平成26年 4月 1日
     （手顕微加）第11号        平成28年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第152号       平成26年 4月 1日
     （歯技工）第42号          平成22年 4月 1日
     （根切顕微）第9号         平成28年 4月 1日
     （補管）第167号           平成16年12月 1日
     （矯診）第21号            平成22年 4月 1日
     （酸単）第11450号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月28日   56

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  47110,1033,1 医療法人尚歯会いさは〒370-0849 （外来環）第17号          平成20年 4月 1日
     高歯1033 い歯科医院高崎駅前オ高崎市八島町２３２－８アパホテ （医管）第198号           平成28年 4月 1日
     フィス ル高崎駅前１階 （歯訪診）第619号         平成29年 8月 1日
     027-310-3777  (027-310-3778) （歯リハ２）第41号        平成26年 4月 1日
     （手顕微加）第12号        平成28年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第151号       平成26年 4月 1日
     （歯技工）第43号          平成22年 4月 1日
     （根切顕微）第10号        平成28年 4月 1日
     （補管）第988号           平成16年12月 1日
     （矯診）第20号            平成22年 4月 1日
     （酸単）第11452号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47210,1035,6 医療法人矢野歯科医院〒370-0036 （歯訪診）第203号         平成28年 8月 1日
     高歯1035 高崎市南大類町７１５－１ （補管）第1056号          平成19年 5月 1日
     027-352-7000  (027-335-7823)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47310,1036,4 城南大橋歯科クリニッ〒370-0865 （外来環）第88号          平成21年 1月 1日
     高歯1036 ク 高崎市寺尾町２６２８番地１ （歯訪診）第204号         平成28年 8月 1日
     027-324-8211  (027-324-8211) （う蝕無痛）第55号        平成26年 8月 1日
     （歯ＣＡＤ）第333号       平成26年 8月 1日
     （手術歯根）第30号        平成26年 8月 1日
     （補管）第764号           平成19年 5月 1日
     （酸単）第11453号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47410,1037,2 きたやま矯正歯科 〒370-0035 （矯診）第33号            平成22年 4月 1日
     高歯1037 高崎市柴崎町１２６２番地６ （顎診）第7号             平成19年 5月 1日
     027-350-1600  (027-350-1601)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47510,1038,0 はぎわら歯科医院 〒370-3511 （外来環）第20号          平成20年 5月 1日
     高歯1038 高崎市金古町２１４３番地４ （医管）第212号           平成28年 4月 1日
     027-360-6677  (027-360-6678) （か強診）第25号          平成28年 4月 1日
     （歯訪診）第35号          平成28年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第90号        平成26年 4月 1日
     （歯技工）第98号          平成29年10月 1日
     （補管）第1017号          平成20年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47610,1039,8 医療法人社団優志会高〒370-0069 （外来環）第265号         平成29年 3月 1日
     高歯1039 崎ヒロデンタルクリニ高崎市飯塚町１１５０－５　ＵＮ （歯訪診）第362号         平成28年12月 1日
     ック ＩＣＵＳ高崎１階 （歯ＣＡＤ）第120号       平成26年 4月 1日
     027-386-4184  (027-363-8148) （補管）第1090号          平成20年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月28日   57

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  47710,1040,6 まつい歯科クリニック〒370-0052 （外来環）第83号          平成21年 1月 1日
     高歯1040 高崎市旭町１１３番地７　ハート （医管）第200号           平成28年 4月 1日
     スクエア長建２Ｆ （か強診）第45号          平成28年10月 1日
     027-330-4618  (027-330-4617) （歯援診）第101号         平成29年 3月 1日
     （在歯管）第41号          平成28年 4月 1日
     （歯訪診）第36号          平成28年 4月 1日
     （う蝕無痛）第45号        平成26年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第607号       平成28年 5月 1日
     （補管）第1026号          平成21年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47810,1042,2 丸橋連雀町歯科 〒370-0826 （歯ＣＡＤ）第681号       平成29年 7月 1日
     高歯1042 高崎市連雀町９１番地 （歯技工）第44号          平成22年 4月 1日
     027-323-4182  (027-323-4102) （補管）第1132号          平成22年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47910,1043,0 はるな生協歯科診療所〒370-0851 （外来環）第106号         平成22年 6月 1日
     高歯1043 高崎市上中居町１４６１－１ （か強診）第13号          平成28年 4月 1日
     027-388-0022  (027-388-0023) （歯援診）第43号          平成29年 4月 1日
     （歯リハ２）第6号         平成26年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第29号        平成26年 4月 1日
     （ＧＴＲ）第52号          平成22年 6月 1日
     （補管）第1141号          平成22年 5月 6日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48010,1044,8 西原歯科クリニック 〒370-0861 （外来環）第107号         平成22年 7月 1日
     高歯1044 高崎市八千代町２－１１－４ （歯訪診）第461号         平成29年 3月 1日
     027-328-0111  (027-328-0112) （歯ＣＡＤ）第385号       平成26年10月 1日
     （補管）第1145号          平成22年 7月 1日
     （矯診）第41号            平成26年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48110,1045,5 高南歯科医院 〒370-0033 （外来環）第115号         平成23年 1月 1日
     高歯1045 高崎市中大類町６３２番地 （歯特連）第12号          平成30年 3月 1日
     027-352-7677  (027-352-7678) （医管）第188号           平成27年10月 1日
     （か強診）第14号          平成28年 4月 1日
     （歯訪診）第124号         平成28年 7月 1日
     （咀嚼機能）第2号         平成28年 9月 1日
     （歯リハ２）第3号         平成26年 4月 1日
     （手顕微加）第13号        平成28年 4月 1日
     （う蝕無痛）第33号        平成23年 1月 1日
     （歯ＣＡＤ）第56号        平成26年 4月 1日
     （手術歯根）第10号        平成23年 1月 1日
     （歯技工）第76号          平成23年 1月 1日
     （ＧＴＲ）第55号          平成23年 1月 1日
     （根切顕微）第11号        平成28年 4月 1日
     （補管）第1160号          平成23年 1月 1日
     （酸単）第11455号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月28日   58

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  48210,1046,3 高崎市休日応急歯科診〒370-0829 （酸単）第11456号         平成29年 4月 1日
     高歯1046 療所 高崎市高松町５番地２８
     027-381-6120  (027-381-6121)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48310,1047,1 医療法人社団翠聖会パ〒370-3521 （外来環）第252号         平成28年12月 1日
     高歯1047 ール歯科医院 高崎市棟高町１４００番地　イオ （か強診）第49号          平成28年12月 1日
     ン高崎ショッピングセンター１階 （歯ＣＡＤ）第271号       平成26年 7月 1日
     027-395-9150  (027-395-9150) （補管）第1180号          平成23年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48410,1049,7 柳沢歯科医院 〒370-0044 （外来環）第280号         平成29年 6月 1日
     高歯1049 高崎市岩押町４番１６号 （歯訪診）第205号         平成28年 8月 1日
     027-323-4028  (027-323-4027) （補管）第1209号          平成24年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48510,1050,5 はるな歯科クリニック〒370-3344 （外来環）第151号         平成24年12月 1日
     高歯1050 高崎市中里見町３６３－１ （医管）第242号           平成28年10月 1日
     027-374-4618  (027-374-8158) （か強診）第18号          平成28年 4月 1日
     （歯訪診）第37号          平成28年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第419号       平成26年12月 1日
     （歯技工）第83号          平成24年12月 1日
     （補管）第1210号          平成24年12月 1日
     （酸単）第11457号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48610,1051,3 高南会　島野デンタル〒370-0015 （歯訪診）第125号         平成28年 7月 1日
     高歯1051 オフィス 高崎市島野町１０３３番地１ （ＧＴＲ）第64号          平成25年 7月 1日
     027-393-6824  (027-393-6834) （補管）第1223号          平成25年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48710,2003,3 半田歯科医院 〒370-0871 （歯ＣＡＤ）第474号       平成27年 3月 1日
     高歯109 高崎市上豊岡町５５３－１０ （補管）第200号           平成 8年 4月 1日
     027-327-2058  (027-327-2058)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48810,3000,8 うえはら歯科クリニッ〒370-0069 （外来環）第274号         平成29年 5月 1日
     高歯3000 ク 高崎市飯塚町３４６－１ （歯訪診）第418号         平成29年 2月 1日
     027-381-6740  (027-381-6732) （歯ＣＡＤ）第154号       平成26年 4月 1日
     （補管）第1229号          平成25年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48910,3001,6 ながの歯科クリニック〒370-0083 （外来環）第180号         平成26年 7月 1日
     高歯3001 高崎市南新波町１０７－４ （医管）第178号           平成27年 1月 1日
     027-344-5000  (027-388-0815) （歯訪診）第91号          平成28年 6月 1日
     （歯ＣＡＤ）第189号       平成26年 5月 1日
     （補管）第1240号          平成26年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49010,3002,4 いじり歯科 〒370-1201 （外来環）第204号         平成27年 7月 1日
     高歯3002 高崎市倉賀野町６４２４番地 （歯訪診）第206号         平成28年 8月 1日
     027-320-2626  (027-340-1511) （歯ＣＡＤ）第402号       平成26年11月 1日
     （補管）第1244号          平成26年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月28日   59

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  49110,3003,2 医療法人怜心会中田だ〒370-3511 （外来環）第167号         平成26年 1月 1日
     高歯3003 いすけ歯科 高崎市金古町６７番地２ （歯訪診）第529号         平成29年 4月 1日
     027-372-8585  (027-372-8588) （歯ＣＡＤ）第308号       平成26年 8月 1日
     （補管）第1246号          平成26年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49210,3004,0 ちのね歯科クリニック〒370-3534 （歯訪診）第207号         平成28年 8月 1日
     高歯3004 高崎市井出町１５４８－１７ （歯ＣＡＤ）第719号       平成30年 1月 1日
     027-395-6471  (027-395-6471) （補管）第1256号          平成26年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49310,3005,7 けやき歯科 〒370-1213 （外来環）第184号         平成26年10月 1日
     高歯3005 高崎市山名町２８５－１ （歯訪診）第492号         平成29年 3月 1日
     027-381-8580  (027-381-8581) （手顕微加）第15号        平成28年 4月 1日
     （う蝕無痛）第54号        平成26年 8月 1日
     （歯ＣＡＤ）第286号       平成26年 7月 1日
     （手術歯根）第32号        平成26年10月 1日
     （補管）第1258号          平成26年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49410,3006,5 吉田歯科医院 〒370-0846 （歯訪診）第208号         平成28年 8月 1日
     高歯3006 高崎市下和田町１－３－６ （歯ＣＡＤ）第311号       平成26年 6月 1日
     027-322-5368  (027-322-5368) （ＧＴＲ）第74号          平成26年 6月 1日
     （補管）第1264号          平成26年 6月 1日
     （酸単）第11459号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49510,3008,1 丸山歯科医院 〒370-0847 （歯ＣＡＤ）第441号       平成26年12月 1日
     高歯3008 高崎市和田町１－１３ （補管）第1275号          平成26年12月 1日
     027-323-2295  (027-323-2295)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49610,3009,9 大利根歯科クリニック〒370-0012 （補管）第1287号          平成27年 4月 1日
     高歯3009 高崎市大沢町２０２番地１
     027-353-8211  (027-353-8211)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49710,3010,7 かわだデンタルクリニ〒370-0052 （外来環）第224号         平成28年 6月 1日
     高歯3010 ック 高崎市旭町２４－２　ニュースタ （医管）第209号           平成28年 5月 1日
     イルビル１Ｆ （う蝕無痛）第72号        平成28年 5月 1日
     027-388-8652  (027-388-8653) （歯ＣＡＤ）第602号       平成28年 5月 1日
     （手術歯根）第47号        平成28年 5月 1日
     （補管）第1310号          平成28年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49810,3012,3 ますこ歯科医院 〒370-0849 （歯ＣＡＤ）第617号       平成28年 5月 1日
     高歯3012 高崎市八島町２２２番地　上越新 （補管）第1312号          平成28年 5月 1日
     幹線高崎駅東口本屋２０１号
     027-327-2600  (027-327-2600)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49910,3013,1 医療法人石倉歯科医院〒370-0069 （補管）第1318号          平成28年 8月 1日
     高歯3013 高崎市飯塚町４５７番地３
     027-361-8783  (027-361-1346)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月28日   60

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  50010,3014,9 Ｔデンタルオフィス 〒370-0043 （歯訪診）第604号         平成29年 4月 1日
     高歯3014 高崎市高関町３０１－１ （歯ＣＡＤ）第630号       平成28年 9月 1日
     027-393-6236  (027-393-6237) （補管）第1323号          平成28年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50110,3015,6 あわしま歯科医院 〒370-0008 （外来環）第246号         平成28年10月 1日
     高歯3015 高崎市正観寺町６９８番地８ （か強診）第81号          平成29年10月 1日
     027-361-0418  (027-388-1533) （歯訪診）第320号         平成28年 9月 1日
     （歯ＣＡＤ）第639号       平成28年10月 1日
     （補管）第1325号          平成28年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50210,3016,4 堀口歯科医院 〒370-3345 （外来環）第249号         平成28年12月 1日
     高歯3016 高崎市上里見町２８１番地１ （歯訪診）第350号         平成28年10月 1日
     027-374-2237  (027-374-2647) （歯リハ２）第119号       平成28年10月 1日
     （歯ＣＡＤ）第646号       平成28年10月 1日
     （補管）第1330号          平成28年10月 1日
     （酸単）第11462号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50310,3017,2 下之城デンタルクリニ〒370-0854 （外来環）第250号         平成28年12月 1日
     高歯3017 ック 高崎市下之城町８６３－６ （医管）第246号           平成28年11月 1日
     027-388-8340  (027-388-8380) （在歯管）第53号          平成28年11月 1日
     （歯地連）第18号          平成28年11月 1日
     （歯ＣＡＤ）第641号       平成28年11月 1日
     （補管）第1327号          平成28年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50410,3018,0 くるみ歯科 〒370-0004 （歯ＣＡＤ）第693号       平成29年 8月 1日
     高歯3018 高崎市井野町６９５－１ （補管）第1328号          平成28年11月 1日
     027-393-6963  (027-393-6968)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50510,3019,8 医療法人社団彩明会高〒370-0833 （歯援診）第103号         平成29年 1月21日
     高歯3019 崎デンタルクリニック高崎市新田町４番地２　セントラ （歯ＣＡＤ）第680号       平成29年 6月 1日
     ルヒルズ高崎１階１０１ （補管）第1339号          平成29年 1月21日
     027-326-1511  (027-326-1512)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50610,3020,6 こたに歯科 〒370-0061 （医管）第269号           平成29年 4月 1日
     高歯3020 高崎市天神町１２６－１ （歯援診）第106号         平成29年 4月 1日
     027-362-2935  (027-363-4018) （在歯管）第59号          平成29年 4月 1日
     （在推進）第15号          平成29年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第675号       平成29年 4月 1日
     （補管）第1346号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50710,3021,4 今井歯科医院 〒370-0812 （外来環）第283号         平成29年 8月 1日
     高歯3021 高崎市成田町１５番地 （か強診）第75号          平成29年 8月 1日
     027-322-4465  (027-322-4465) （歯援診）第111号         平成29年 8月 1日
     （歯技工）第96号          平成29年 5月 2日
     （補管）第1352号          平成29年 5月 2日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月28日   61

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  50810,3022,2 七樹歯科医院 〒370-0842 （外来環）第289号         平成29年 8月 1日
     高歯3022 高崎市北双葉町６－１４ （歯ＣＡＤ）第686号       平成29年 7月 1日
     027-377-0903  （ＧＴＲ）第84号          平成29年 7月 1日
     （補管）第1350号          平成29年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50910,3023,0 太陽歯科医院 〒370-0852 （外来環）第302号         平成29年10月 1日
     高歯3023 高崎市中居町３－１－５ （医管）第279号           平成29年10月 1日
     027-352-6069  (027-388-9171) （歯訪診）第628号         平成29年10月 1日
     （う蝕無痛）第86号        平成29年10月 1日
     （歯ＣＡＤ）第718号       平成30年 1月 1日
     （手術歯根）第60号        平成29年10月 1日
     （補管）第1363号          平成29年10月 1日
     （酸単）第12034号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51011,0002,5 ふくしま歯科医院 〒377-0027 （外来環）第312号         平成30年 2月 1日
     渋歯2 渋川市金井７４２－１ （歯ＣＡＤ）第246号       平成26年 6月 1日
     0279-22-0154  (0279-23-7320) （歯技工）第80号          平成23年10月 1日
     （補管）第464号           平成20年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51111,0013,2 小林歯科医院 〒377-0008 （歯訪診）第319号         平成28年11月 1日
     渋歯13 渋川市渋川２１０８－２１ （補管）第474号           平成 8年 4月 1日
     0279-22-0773  (0279-23-7853) （１７５）第352号         平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51211,0023,1 宮下歯科医院 〒377-0008 （外来環）第18号          平成20年 4月 1日
     渋歯23 渋川市渋川８９３－３８ （医管）第174号           平成26年 4月 1日
     0279-24-1939  (0279-23-7037) （歯援診）第5号           平成29年 4月 1日
     （在歯管）第29号          平成26年 4月 1日
     （歯訪診）第338号         平成28年11月 1日
     （歯リハ２）第83号        平成26年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第138号       平成26年 4月 1日
     （補管）第460号           平成 8年 4月 1日
     （矯診）第23号            平成22年 4月 1日
     （酸単）第11469号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51311,0025,6 佐鳥歯科クリニック 〒377-0008 （歯訪診）第324号         平成28年11月 1日
     渋歯25 渋川市渋川２４４７－１ （補管）第461号           平成 8年 4月 1日
     0279-22-0069  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51411,0026,4 福田歯科医院 〒377-0008 （補管）第459号           平成 8年 4月 1日
     渋歯26 渋川市渋川１２６－１ （酸単）第11470号         平成29年 4月 1日
     0279-23-6677  (0279-23-5673)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51511,0027,2 石田歯科医院 〒377-0008 （外来環）第131号         平成24年 5月 1日
     渋歯27 渋川市渋川１５９３－８ （歯訪診）第412号         平成29年 2月 1日
     0279-25-0411  (0279-25-0636) （歯技工）第45号          平成22年 4月 1日
     （補管）第473号           平成 8年 4月 1日
     （酸単）第11471号         平成29年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月28日   62

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  51611,0031,4 ほしかわ歯科医院 〒377-0007 （歯訪診）第314号         平成28年10月 1日
     渋歯31 渋川市石原８９－１２ （歯ＣＡＤ）第272号       平成26年 7月 1日
     0279-24-8835  (0279-24-8609) （補管）第469号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51711,0032,2 山崎歯科医院 〒377-0008 （補管）第462号           平成 8年 4月 1日
     渋歯32 渋川市渋川５２６－１
     0279-25-1184  (0279-25-1185)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51811,0033,0 高橋歯科クリニック 〒377-0006 （医管）第247号           平成28年11月 1日
     渋歯33 渋川市行幸田４０４－１ （歯訪診）第296号         平成28年10月 1日
     0279-24-8211  (0279-24-8212) （う蝕無痛）第20号        平成21年 1月 6日
     （歯ＣＡＤ）第575号       平成28年 4月 1日
     （補管）第457号           平成21年 1月 6日
     （酸単）第11473号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51911,0034,8 Ｋ（ケー）歯科医院 〒377-0027 （補管）第463号           平成 8年 4月 1日
     渋歯34 渋川市金井１２３６－２
     0279-22-2331  (0279-22-3702)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52011,0035,5 吉岡歯科クリニック 〒377-0006 （歯訪診）第305号         平成28年10月 1日
     渋歯35 渋川市行幸田３５７－６ （歯ＣＡＤ）第280号       平成26年 7月 1日
     0279-24-8289  (0279-24-7197) （補管）第458号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52111,0036,3 しまむら歯科医院 〒377-0003 （外来環）第291号         平成29年 9月 1日
     渋歯36 渋川市八木原７００－２ （歯訪診）第357号         平成28年12月 1日
     0279-20-1182  (0279-24-9044) （う蝕無痛）第7号         平成20年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第651号       平成29年 1月 1日
     （手術歯根）第8号         平成22年 4月 1日
     （ＧＴＲ）第32号          平成20年 4月 1日
     （補管）第913号           平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52211,0037,1 星野歯科クリニック 〒377-0006 （歯訪診）第582号         平成29年 4月 1日
     渋歯37 渋川市行幸田３６－６ （補管）第850号           平成12年 8月 1日
     0279-22-0232  (0279-23-8143) （酸単）第11474号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52311,0038,9 こぶな歯科医院 〒377-0008 （歯ＣＡＤ）第223号       平成26年 6月 1日
     渋歯38 渋川市渋川２６０８－２ （補管）第978号           平成16年 4月 1日
     0279-22-4939  (0279-22-4930)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52411,0039,7 オカ歯科医院 〒377-0008 （補管）第1023号          平成17年11月 1日
     渋歯39 渋川市渋川２５４０－６
     0279-23-5315  (0279-23-5514)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月28日   63

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  52511,0040,5 いいづか歯科医院 〒377-0003 （外来環）第279号         平成29年 6月 1日
     渋歯40 渋川市八木原７０－１ （医管）第255号           平成29年 1月 1日
     0279-22-0808  (0279-22-1888) （か強診）第72号          平成29年 6月 1日
     （歯訪診）第383号         平成29年 1月 1日
     （歯リハ２）第120号       平成29年 1月 1日
     （歯ＣＡＤ）第248号       平成26年 6月 1日
     （補管）第1049号          平成19年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52611,0041,3 田村歯科医院 〒377-0008 （補管）第1193号          平成24年 6月 1日
     渋歯41 渋川市渋川２４８４－３
     0279-22-0942  (0279-23-5077)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52711,1001,6 平形歯科医院 〒377-0007 （歯訪診）第431号         平成29年 3月 1日
     渋歯1001 渋川市石原９６４－１ （歯技工）第78号          平成23年 5月 1日
     0279-22-0953  (0279-23-2557) （補管）第470号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52811,1003,2 石北歯科医院 〒377-0008 （外来環）第52号          平成20年 6月 1日
     渋歯1003 渋川市渋川３９１０－９ （歯訪診）第107号         平成28年 6月 1日
     0279-22-0235  (0279-23-7271) （う蝕無痛）第23号        平成20年 7月 1日
     （歯ＣＡＤ）第191号       平成26年 5月 1日
     （補管）第468号           平成 8年 4月 1日
     （酸単）第11475号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52911,1004,0 船岡歯科医院 〒377-0004 （医管）第193号           平成28年 4月 1日
     渋歯1004 渋川市半田９１３－４ （歯訪診）第147号         平成28年 8月 1日
     0279-23-8211  (0276-23-1627) （歯ＣＡＤ）第576号       平成28年 4月 1日
     （歯技工）第74号          平成22年 5月 1日
     （補管）第467号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53011,1007,3 ホワイトパール歯科ク〒377-0025 （歯訪診）第232号         平成28年 9月 1日
     渋歯1007 リニック 渋川市川島１５７８番地３ （歯ＣＡＤ）第634号       平成28年10月 1日
     0279-25-7222  (0279-25-7002) （補管）第1119号          平成21年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53111,2001,5 山川歯科医院 〒377-0008 （歯訪診）第572号         平成29年 4月 1日
     渋歯9 渋川市渋川１８８０－１ （歯ＣＡＤ）第225号       平成26年 6月 1日
     0279-22-0260  (0279-23-3651) （補管）第465号           平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53211,3000,6 山下歯科医院 〒377-0008 （外来環）第245号         平成28年11月 1日
     渋歯3000 渋川市渋川２０６３－２８ （医管）第238号           平成28年 9月 1日
     0279-22-0648  (0279-23-2770) （か強診）第58号          平成29年 2月 1日
     （歯援診）第98号          平成29年 2月 1日
     （在歯管）第50号          平成28年 9月 1日
     （歯訪診）第38号          平成28年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第494号       平成27年 3月10日
     （補管）第1288号          平成27年 3月10日
     （酸単）第11476号         平成29年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月28日   64

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  53311,3001,4 伊香保デンタルクリニ〒377-0102 （歯援診）第97号          平成29年 2月 1日
     渋歯3001 ック 渋川市伊香保町伊香保３９６番１ （歯訪診）第410号         平成29年 2月 1日
     ２　大島ビル１階 （補管）第1334号          平成29年 2月 1日
     0279-72-2028  (0279-72-2029)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53412,0002,3 大竹歯科医院 〒375-0024 （外来環）第231号         平成28年 7月 1日
     藤歯2 藤岡市藤岡３３５－２２ （医管）第149号           平成20年 9月 1日
     0274-22-0297  （歯訪診）第422号         平成29年 2月 1日
     （歯ＣＡＤ）第708号       平成29年11月 1日
     （補管）第714号           平成 8年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53512,0003,1 原歯科医院 〒375-0024 （医管）第45号            平成16年 4月 1日
     藤歯3 藤岡市藤岡１６６４－１ （歯訪診）第571号         平成29年 4月 1日
     0274-22-0079  (0274-22-0208) （歯ＣＡＤ）第747号       平成30年 2月 1日
     （補管）第716号           平成13年 4月11日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53612,0014,8 河内歯科医院 〒375-0024 （医管）第46号            平成16年 4月 1日
     藤歯14 藤岡市藤岡１１４４－５ （歯援診）第34号          平成29年 3月 1日
     0274-24-0100  (0274-23-8453) （在歯管）第19号          平成22年 7月 1日
     （歯地連）第7号           平成22年 7月 1日
     （歯ＣＡＤ）第435号       平成27年 1月 1日
     （補管）第696号           平成 8年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53712,0016,3 中島歯科医院 〒375-0024 （歯訪診）第556号         平成29年 4月 1日
     藤歯16 藤岡市藤岡１１１ （歯ＣＡＤ）第528号       平成27年10月 1日
     0274-24-1135  (0274-24-1135) （補管）第450号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53812,0017,1 遠藤歯科医院 〒375-0024 （医管）第47号            平成16年 4月 1日
     藤歯17 藤岡市藤岡４３１ （歯援診）第38号          平成28年 8月 1日
     0274-24-0013  (0274-24-0019) （在歯管）第20号          平成22年 7月 1日
     （歯地連）第8号           平成22年 7月 1日
     （歯訪診）第220号         平成28年 8月 1日
     （補管）第447号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月28日   65

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  53912,0023,9 松岡デンタルクリニッ〒375-0054 （外来環）第258号         平成29年 3月 1日
     藤歯23 ク 藤岡市上大塚２５８－１ヴィラ・ （医管）第87号            平成16年 7月 1日
     ウィスタリア　１Ｆ （か強診）第60号          平成29年 3月 1日
     0274-22-5533  (0274-22-5503) （歯援診）第40号          平成28年11月 1日
     （在歯管）第15号          平成22年 4月 1日
     （歯地連）第14号          平成22年10月 1日
     （在推進）第13号          平成28年11月 1日
     （歯リハ２）第108号       平成27年10月 1日
     （う蝕無痛）第60号        平成27年 7月 1日
     （歯ＣＡＤ）第334号       平成26年 8月 1日
     （手術歯根）第36号        平成27年 7月 1日
     （歯技工）第70号          平成22年 4月 1日
     （ＧＴＲ）第77号          平成27年 7月 1日
     （補管）第707号           平成 8年 6月 1日
     （１７５）第357号         平成14年 4月 1日
     （酸単）第11477号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54012,0025,4 清水歯科医院 〒375-0016 （医管）第48号            平成16年 4月 1日
     藤歯25 藤岡市上栗須２９０－７ （補管）第454号           平成 8年 4月 1日
     0274-22-6655  (0274-22-6510) （酸単）第11479号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54112,0026,2 茂木歯科医院 〒375-0042 （補管）第456号           平成 8年 4月 1日
     藤歯26 藤岡市鮎川４２７－１
     0274-22-8788  (0274-22-8789)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54212,0027,0 近藤歯科医院 〒375-0013 （歯ＣＡＤ）第484号       平成27年 4月 1日
     藤歯27 藤岡市上戸塚１２４－７ （補管）第453号           平成 8年 4月 1日
     0274-22-8264  (0274-22-8264) （１７５）第241号         平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54312,0028,8 西泉歯科医院 〒375-0016 （医管）第121号           平成18年 4月 1日
     藤歯28 藤岡市上栗須４７－１ （補管）第742号           平成 8年12月 1日
     0274-24-0418  (0274-24-6474)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54412,0029,6 むらかわ歯科 〒375-0015 （外来環）第263号         平成29年 3月 1日
     藤歯29 藤岡市中栗須２６９－１ （医管）第49号            平成16年 4月 1日
     0274-22-6480  (0274-22-6487) （か強診）第62号          平成29年 3月 1日
     （歯援診）第49号          平成29年 3月 1日
     （在歯管）第22号          平成23年 4月 1日
     （歯地連）第15号          平成23年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第380号       平成26年10月 1日
     （補管）第766号           平成 9年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54512,0030,4 井田歯科医院 〒375-0024 （歯訪診）第433号         平成29年 3月 1日
     藤歯30 藤岡市藤岡２１１３－１ （歯ＣＡＤ）第577号       平成28年 4月 1日
     0274-40-2525  (0274-40-2525) （補管）第802号           平成11年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月28日   66

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  54612,0033,8 ほりぐち歯科医院 〒375-0014 （外来環）第163号         平成26年 1月 1日
     藤歯33 藤岡市下栗須２５２－７ （医管）第50号            平成16年 4月 1日
     0274-40-8566  (0274-40-8567) （か強診）第43号          平成28年 9月 1日
     （歯援診）第87号          平成28年 8月 1日
     （在歯管）第48号          平成28年 8月 1日
     （歯ＣＡＤ）第208号       平成26年 5月 1日
     （補管）第915号           平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54712,0037,9 ふじおか歯科クリニッ〒375-0015 （外来環）第195号         平成27年 2月 1日
     藤歯37 ク 藤岡市中栗須９０８－１ （歯訪診）第587号         平成29年 4月 1日
     0274-50-4182  (0274-50-4182) （う蝕無痛）第71号        平成28年 5月 1日
     （歯ＣＡＤ）第417号       平成26年12月 1日
     （手術歯根）第46号        平成28年 5月 1日
     （補管）第1079号          平成20年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54812,0038,7 たか歯科クリニック 〒375-0015 （外来環）第287号         平成29年 8月 1日
     藤歯38 藤岡市中栗須２９番地１ （か強診）第86号          平成29年11月 1日
     0274-50-1010  (0274-50-1011) （歯訪診）第39号          平成28年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第222号       平成26年 5月 1日
     （補管）第1177号          平成23年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54912,1001,4 医療法人　石川歯科医〒375-0024 （外来環）第19号          平成20年 4月 1日
     藤歯1001 院 藤岡市藤岡３１０６ （医管）第51号            平成16年 4月 1日
     0274-24-1100  (0274-24-0441) （か強診）第22号          平成28年 5月 1日
     （歯援診）第14号          平成28年 5月 1日
     （在歯管）第3号           平成22年 4月 1日
     （歯地連）第5号           平成22年 6月 1日
     （歯ＣＡＤ）第442号       平成27年 1月 1日
     （ＧＴＲ）第17号          平成20年 4月 1日
     （補管）第726号           平成 8年 7月 1日
     （酸単）第11480号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55012,1003,0 医療法人　魚津歯科医〒375-0054 （外来環）第69号          平成20年 8月 1日
     藤歯1003 院 藤岡市上大塚１５５０ （医管）第52号            平成16年 4月 1日
     0274-24-0676  (0274-24-0676) （歯訪診）第378号         平成29年 1月 1日
     （歯ＣＡＤ）第730号       平成30年 1月 1日
     （補管）第713号           平成 8年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55112,1006,3 前田歯科医院 〒375-0024 （医管）第53号            平成16年 4月 1日
     藤歯1006 藤岡市藤岡１４２ （歯訪診）第295号         平成28年10月 1日
     0274-22-0569  (0274-22-0569) （補管）第455号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55212,1007,1 江本歯科医院 〒375-0024 （歯援診）第27号          平成29年 4月 1日
     藤歯1007 藤岡市藤岡９３４－１レジデンス （歯技工）第69号          平成22年 4月 1日
     セシモ２０１ （補管）第451号           平成 8年 4月 1日
     0274-24-1955  (0274-24-1955) （酸単）第11481号         平成29年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月28日   67

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  55312,1008,9 リオ歯科クリニカ 〒375-0002 （歯訪診）第580号         平成29年 4月 1日
     藤歯1008 藤岡市立石５４０－４ （歯ＣＡＤ）第578号       平成28年 4月 1日
     0274-24-6230  (0274-24-1099) （歯技工）第46号          平成22年 4月 1日
     （ＧＴＲ）第18号          平成20年 4月 1日
     （補管）第914号           平成14年 4月 1日
     （酸単）第11482号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55412,1010,5 中村歯科クリニック 〒375-0053 （医管）第123号           平成18年 4月 1日
     藤歯1010 藤岡市中大塚２０２番地５ （歯ＣＡＤ）第328号       平成26年 8月 1日
     0274-22-0055  (0274-22-0055) （補管）第885号           平成17年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55512,1011,3 パールデンタルクリニ〒375-0024 （外来環）第237号         平成28年 9月 1日
     藤歯1011 ック 藤岡市藤岡８５８番地２５ （医管）第241号           平成28年 9月 1日
     0274-23-0006  (0274-25-8083) （歯援診）第46号          平成28年 9月 1日
     （在歯管）第52号          平成28年 9月 1日
     （う蝕無痛）第79号        平成29年 6月 1日
     （歯ＣＡＤ）第520号       平成27年 9月 1日
     （手術歯根）第53号        平成29年 6月 1日
     （ＧＴＲ）第33号          平成20年 4月 1日
     （補管）第1004号          平成19年 5月 1日
     （酸単）第11484号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55612,1014,7 中央歯科 〒375-0014 （外来環）第147号         平成24年 9月 1日
     藤歯1014 藤岡市下栗須３４７番地１ （医管）第164号           平成24年10月 1日
     0274-24-4180  (0274-25-8101) （歯ＣＡＤ）第97号        平成26年 4月 1日
     （補管）第1202号          平成24年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55712,3000,4 森歯科診療所 〒375-0004 （歯ＣＡＤ）第530号       平成27年 9月 1日
     藤歯3000 藤岡市森４８８－３ （補管）第1298号          平成27年 9月 1日
     0274-24-2828  (0274-24-2828)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55812,3001,2 坂井歯科医院 〒375-0024 （歯地連）第19号          平成29年 1月 7日
     藤歯3001 藤岡市藤岡４６－７ （歯訪診）第611号         平成29年 5月 1日
     0274-22-0680  (0274-22-0680) （補管）第1347号          平成29年 1月 7日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55912,3002,0 飯島歯科医院 〒375-0024 （歯地連）第20号          平成30年 1月 1日
     藤歯3002 藤岡市藤岡８５４番地 （歯訪診）第637号         平成30年 1月 1日
     0274-23-1177  (0274-23-8536) （歯ＣＡＤ）第740号       平成30年 1月 1日
     （補管）第1366号          平成30年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56013,0005,4 曽根歯科医院 〒370-2316 （外来環）第92号          平成21年 5月 1日
     富歯5 富岡市富岡１２５８－２ （医管）第124号           平成18年11月23日
     0274-62-0475  (0274-62-4649) （補管）第483号           平成18年11月23日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56113,0007,0 萩原歯科医院 〒370-2316 （ＧＴＲ）第19号          平成20年 4月 1日
     富歯7 富岡市富岡１４２４－４ （補管）第485号           平成 8年 4月 1日
     0274-63-6178  (0274-62-5199)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月28日   68

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  56213,0009,6 峯岸歯科医院 〒370-2316 （歯訪診）第316号         平成28年11月 1日
     富歯9 富岡市富岡乙１０８６ （歯ＣＡＤ）第399号       平成26年11月 1日
     0274-62-0671  (0274-62-4714) （補管）第487号           平成20年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56313,0012,0 新井歯科医院 〒370-2343 （歯訪診）第318号         平成28年11月 1日
     富歯12 富岡市七日市９１５ （補管）第477号           平成 8年 4月 1日
     0274-64-1951  (0274-64-1951) （１７５）第254号         平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56413,0013,8 鈴木歯科医院 〒370-2343 （歯訪診）第342号         平成28年11月 1日
     富歯13 富岡市七日市１５８７－２ （歯ＣＡＤ）第579号       平成28年 4月 1日
     0274-62-1222  (0274-62-0112) （歯技工）第93号          平成28年11月 1日
     （補管）第482号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56513,0015,3 小澤歯科医院 〒370-2311 （歯訪診）第392号         平成29年 2月 1日
     富歯15 富岡市下高尾５８０ （補管）第476号           平成 8年 4月 1日
     0274-62-1129  (0274-62-1129)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56613,0016,1 イマイ歯科クリニック〒370-2452 （補管）第478号           平成 8年 4月 1日
     富歯16 富岡市一ノ宮２８４－７
     0274-64-2775  (0274-64-2775)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56713,0019,5 酒井歯科医院 〒370-2316 （歯ＣＡＤ）第635号       平成28年10月 1日
     富歯19 富岡市富岡９８４ （補管）第481号           平成 8年 4月 1日
     0274-63-0586  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56813,0021,1 黒沢歯科クリニック 〒370-2452 （外来環）第77号          平成20年 9月 1日
     富歯21 富岡市一ノ宮３５６－１ （医管）第125号           平成18年 4月 1日
     0274-62-0102  (0274-62-0102) （か強診）第54号          平成29年 2月 1日
     （在歯管）第57号          平成29年 2月 1日
     （歯訪診）第404号         平成29年 2月 1日
     （歯ＣＡＤ）第739号       平成30年 2月 1日
     （ＧＴＲ）第45号          平成20年 9月 1日
     （補管）第480号           平成 8年 4月 1日
     （酸単）第11487号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56913,0022,9 中島医院歯科室 〒370-2316 （外来環）第57号          平成20年 6月 1日
     富歯22 富岡市富岡１１１５ （補管）第484号           平成 8年 4月 1日
     0274-62-0511  (0274-62-2703)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57013,0023,7 もぎ歯科クリニック 〒370-2452 （歯訪診）第464号         平成29年 3月 1日
     富歯23 富岡市一ノ宮１３４６－１ （歯ＣＡＤ）第429号       平成27年 1月 1日
     0274-64-5131  (0274-64-5131) （補管）第489号           平成 8年 4月 1日
     （酸単）第11489号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57113,0024,5 中町守谷歯科 〒370-2316 （歯訪診）第549号         平成29年 4月 1日
     富歯24 富岡市富岡９８７－１ （補管）第491号           平成 8年 4月 1日
     0274-62-5566  (0274-62-5567)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月28日   69

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  57213,0025,2 おのざわ歯科医院 〒370-2332 （外来環）第60号          平成20年 7月 1日
     富歯25 富岡市下高瀬２０５－１ （歯訪診）第250号         平成28年10月 1日
     0274-64-5600  (0274-64-5601) （歯ＣＡＤ）第604号       平成28年 5月 1日
     （補管）第889号           平成14年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57313,0027,8 よしむね歯科医院 〒370-2316 （外来環）第216号         平成28年 3月 1日
     富歯27 富岡市富岡１４６４－１０ （歯訪診）第379号         平成29年 1月 1日
     0274-62-0191  (0274-62-8160) （歯ＣＡＤ）第580号       平成28年 4月 1日
     （補管）第1153号          平成22年10月 1日
     （酸単）第11490号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57413,1005,3 富岡甘楽歯科医師会　〒370-2343 （歯特連）第9号           平成22年 9月 1日
     富歯1005 口腔保健センター診療富岡市七日市６４０－１ （医管）第225号           平成28年 4月 1日
     所 0274-62-1706  (0274-64-1646) （歯援診）第44号          平成28年 8月 1日
     （在歯管）第39号          平成28年 4月 1日
     （歯訪診）第351号         平成28年12月 1日
     （歯ＣＡＤ）第415号       平成26年11月 1日
     （補管）第933号           平成14年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57513,1006,1 西富岡歯科医院 〒370-2343 （歯訪診）第449号         平成29年 3月 1日
     富歯1006 富岡市七日市６５７番地 （歯ＣＡＤ）第642号       平成28年11月 1日
     0274-63-5253  (0274-63-0564) （補管）第1213号          平成25年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57613,3000,2 あおい歯科クリニック〒370-2331 （外来環）第202号         平成27年 6月 1日
     富歯3000 富岡市内匠２２６－１ （歯訪診）第325号         平成28年11月 1日
     0274-67-5420  （歯ＣＡＤ）第472号       平成27年 3月 1日
     （補管）第1281号          平成27年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57713,3001,0 松坂歯科医院 〒370-2316
     富歯3001 富岡市富岡乙８７
     0274-62-0148  (0274-64-3335)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57814,0001,1 室橋歯科医院 〒379-0116 （歯訪診）第116号         平成28年 6月 1日
     安歯1 安中市安中３－１３－７ （歯ＣＡＤ）第320号       平成26年 8月 1日
     0273-81-0415  (0273-81-3543) （補管）第685号           平成 8年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57914,0002,9 真下歯科医院 〒379-0116 （歯訪診）第40号          平成28年 4月 1日
     安歯2 安中市安中２－９－１４ （歯ＣＡＤ）第346号       平成26年 9月 1日
     027-381-0320  (027-381-0320) （補管）第689号           平成16年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58014,0005,2 井上歯科医院 〒379-0116 （歯訪診）第559号         平成29年 4月 1日
     安歯5 安中市安中３－１８－１３ （歯ＣＡＤ）第753号       平成30年 3月 1日
     027-381-0250  (027-381-0250) （補管）第493号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月28日   70

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  58114,0011,0 歯科半田医院 〒379-0116 （外来環）第130号         平成24年 5月 1日
     安歯11 安中市安中２－５－２ （医管）第126号           平成18年 4月 1日
     027-381-0590  (027-381-0590) （歯訪診）第67号          平成28年 5月 1日
     （歯ＣＡＤ）第4号         平成26年 4月 1日
     （補管）第495号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58214,0012,8 上原歯科医院 〒379-0133 （補管）第497号           平成 8年 4月 1日
     安歯12 安中市原市２５８４－１０
     027-385-3833  (027-385-3833)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58314,0013,6 潮歯科医院 〒379-0135 （補管）第919号           平成14年 4月 1日
     安歯13 安中市郷原１３４－１
     027-385-3533  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58414,0014,4 今井歯科医院 〒379-0127 （外来環）第315号         平成30年 3月 1日
     安歯14 安中市磯部４－３－４０ （医管）第282号           平成30年 3月 1日
     027-385-3447  (027-385-4698) （歯訪診）第79号          平成28年 6月 1日
     （歯ＣＡＤ）第581号       平成28年 4月 1日
     （補管）第496号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58514,0018,5 たじま歯科医院 〒379-0127 （歯訪診）第121号         平成28年 7月 1日
     安歯18 安中市磯部３－８－２２ （歯ＣＡＤ）第619号       平成28年 7月 1日
     027-385-1418  (027-385-6688) （補管）第501号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58614,0019,3 田中歯科医院 〒379-0133 （歯ＣＡＤ）第477号       平成27年 4月 1日
     安歯19 安中市原市４－４－４３ （補管）第498号           平成 8年 4月 1日
     027-385-4356  (027-385-4356)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58714,0020,1 かばさわ歯科医院 〒379-0111 （歯訪診）第132号         平成28年 7月 1日
     安歯20 安中市板鼻２－７－４ （歯ＣＡＤ）第381号       平成26年10月 1日
     027-382-8811  (027-382-8812) （補管）第500号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58814,0021,9 小板橋歯科医院 〒379-0111 （補管）第734号           平成 8年 9月 1日
     安歯21 安中市板鼻１－６－１６ （酸単）第11492号         平成29年 4月 1日
     027-381-2020  (027-381-0268)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58914,0022,7 うららく歯科医院 〒379-0124 （補管）第834号           平成12年 4月 1日
     安歯22 安中市鷺宮字蔵畑２４５－１
     027-380-5018  (027-380-5018)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59014,0023,5 有坂歯科医院 〒379-0132 （歯訪診）第547号         平成29年 4月 1日
     安歯23 安中市高別当２９０ （歯ＣＡＤ）第545号       平成28年 2月 1日
     027-382-8841  (027-382-8841) （補管）第890号           平成14年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59114,0025,0 こころ歯科 〒379-0115 （医管）第207号           平成28年 5月 1日
     安歯25 安中市中宿２１３０ （歯ＣＡＤ）第508号       平成27年 8月 1日
     027-382-8211  (027-382-8211) （補管）第1036号          平成18年 6月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月28日   71

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  59214,1002,8 医療法人　本多歯科医〒379-0116 （歯ＣＡＤ）第699号       平成29年 9月 1日
     安歯1002 院 安中市安中３－１９－１ （補管）第499号           平成 8年 4月 1日
     027-382-1182  (027-382-1182)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59314,1003,6 星澤歯科医院 〒379-0133 （外来環）第175号         平成26年 6月 1日
     安歯1003 安中市原市３－４－３ （医管）第221号           平成28年 6月 1日
     027-385-1051  (027-385-6544) （か強診）第15号          平成28年 4月 1日
     （歯援診）第99号          平成29年 2月 1日
     （在歯管）第64号          平成30年 3月 1日
     （歯ＣＡＤ）第122号       平成26年 4月 1日
     （歯技工）第47号          平成22年 4月 1日
     （補管）第920号           平成16年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59414,3000,0 医療法人土屋歯科診療〒379-0133 （う蝕無痛）第59号        平成27年 4月 1日
     安歯3000 所 安中市原市１５５８－１ （歯ＣＡＤ）第523号       平成27年10月 1日
     027-380-6474  (027-380-6474) （手術歯根）第35号        平成27年 4月 1日
     （ＧＴＲ）第76号          平成27年 4月 1日
     （補管）第1286号          平成27年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59514,3001,8 やじま歯科クリニック〒379-0116 （歯訪診）第401号         平成29年 2月 1日
     安歯3001 安中市安中３５４５番地１４ （う蝕無痛）第61号        平成27年10月 1日
     027-381-4618  (027-381-4646) （歯ＣＡＤ）第500号       平成27年 5月 1日
     （手術歯根）第37号        平成27年10月 1日
     （補管）第1290号          平成27年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59614,3002,6 半田歯科医院 〒379-0133 （外来環）第308号         平成30年 1月 1日
     安歯3002 安中市原市２－８－１５ （歯ＣＡＤ）第662号       平成29年 3月 1日
     027-385-6223  (027-385-6223) （補管）第1337号          平成29年 1月23日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59714,3003,4 やまぐち歯科クリニッ〒379-0112 （外来環）第303号         平成29年11月 1日
     安歯3003 ク 安中市岩井２４３８－３ （医管）第280号           平成29年11月 1日
     027-395-0640  (027-395-0195) （歯ＣＡＤ）第714号       平成29年11月 1日
     （補管）第1364号          平成29年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59815,0008,3 中田歯科医院 〒370-3107 （歯訪診）第560号         平成29年 4月 1日
     群歯8 高崎市箕郷町矢原６ （歯ＣＡＤ）第535号       平成27年12月 1日
     027-371-2202  (027-371-2202) （補管）第535号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59915,0014,1 小野歯科医院 〒370-3105 （歯訪診）第605号         平成29年 4月 1日
     群歯14 高崎市箕郷町西明屋８７番地 （歯リハ２）第53号        平成26年 4月 1日
     027-371-2051  (027-371-2051) （歯ＣＡＤ）第181号       平成26年 4月 1日
     （補管）第522号           平成16年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60015,0026,5 豊田歯科医院 〒370-3402 （補管）第520号           平成 8年 4月 1日
     群歯26 高崎市倉淵町三ノ倉８０１
     027-378-2098  



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月28日   72

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  60115,0032,3 本多歯科医院 〒370-3515 （歯ＣＡＤ）第9号         平成26年 4月 1日
     群歯32 高崎市塚田町２１５－１４ （補管）第530号           平成13年 3月22日
     027-373-6612  (027-373-8547)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60215,0033,1 飯野歯科医院 〒370-3522 （外来環）第53号          平成20年 6月 1日
     群歯33 高崎市菅谷町７７－４ （歯訪診）第494号         平成29年 3月 1日
     027-373-7352  (027-373-8864) （歯ＣＡＤ）第253号       平成26年 6月 1日
     （補管）第533号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60315,0035,6 横山歯科医院 〒370-3524 （外来環）第61号          平成20年 7月 1日
     群歯35 高崎市中泉町６３５－５ （歯訪診）第458号         平成29年 3月 1日
     027-373-8383  (027-373-3092) （歯ＣＡＤ）第663号       平成29年 3月 1日
     （歯技工）第48号          平成22年 4月 1日
     （補管）第524号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60415,0036,4 みさと歯科医院 〒370-3102 （外来環）第293号         平成29年 9月 1日
     群歯36 高崎市箕郷町生原１９９８－１ （歯訪診）第443号         平成29年 3月 1日
     027-371-2777  (027-371-8841) （歯ＣＡＤ）第437号       平成27年 1月 1日
     （補管）第528号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60515,0037,2 群馬町歯科 〒370-3511 （歯ＣＡＤ）第18号        平成26年 4月 1日
     群歯37 高崎市金古町８６２－１ （補管）第531号           平成 8年 4月 1日
     027-372-3741  (027-372-9924) （酸単）第11493号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60615,0039,8 しずか歯科医院 〒370-3525 （歯訪診）第41号          平成28年 4月 1日
     群歯39 高崎市三ッ寺町１１７９－１ （歯ＣＡＤ）第131号       平成26年 4月 1日
     027-372-2081  (027-372-2082) （補管）第526号           平成 8年 4月 1日
     （１７５）第349号         平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60715,0040,6 森山歯科医院 〒370-3105 （歯訪診）第488号         平成29年 3月 1日
     群歯40 高崎市箕郷町西明屋１０９－１ （歯ＣＡＤ）第733号       平成30年 2月 1日
     027-371-7777  (027-371-7778) （歯技工）第49号          平成22年 4月 1日
     （補管）第532号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60815,0041,4 小池歯科医院 〒370-3521 （外来環）第292号         平成29年 9月 1日
     群歯41 高崎市棟高町９５３－１ （歯訪診）第591号         平成29年 4月 1日
     027-373-8681  (027-373-8682) （歯ＣＡＤ）第400号       平成26年11月 1日
     （補管）第529号           平成 8年 4月15日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60915,0044,8 田中歯科医院 〒370-3105 （外来環）第54号          平成20年 6月 1日
     群歯44 高崎市箕郷町西明屋４２７－５ （歯訪診）第210号         平成28年 8月 1日
     0273-71-8211  (027-371-8226) （歯ＣＡＤ）第121号       平成26年 4月 1日
     （ＧＴＲ）第41号          平成20年 6月 1日
     （補管）第765号           平成 9年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月28日   73

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  61015,0045,5 かばさわ歯科クリニッ〒370-3344 （外来環）第62号          平成20年 7月 1日
     群歯45 ク 高崎市中里見町７６－４ （医管）第224号           平成28年 6月 1日
     027-374-6480  (027-374-6481) （歯訪診）第119号         平成28年 6月 1日
     （歯ＣＡＤ）第165号       平成26年 4月 1日
     （ＧＴＲ）第43号          平成20年 7月 1日
     （補管）第826号           平成12年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61115,0046,3 こいたばし歯科医院 〒370-3524 （外来環）第288号         平成29年 8月 1日
     群歯46 高崎市中泉町６１７－５ （歯訪診）第211号         平成28年 8月 1日
     027-372-8846  (027-372-8841) （補管）第799号           平成11年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61215,0047,1 平林歯科クリニック 〒370-3524 （歯訪診）第460号         平成29年 3月 1日
     群歯47 高崎市中泉町４７０－１３ （歯リハ２）第47号        平成26年 4月 1日
     027-372-8041  (027-372-8041) （歯ＣＡＤ）第478号       平成27年 4月 1日
     （補管）第805号           平成11年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61315,0048,9 おおた歯科クリニック〒370-3513 （歯援診）第41号          平成29年 4月 1日
     群歯48 高崎市北原町６７－８ （在推進）第3号           平成26年 4月 1日
     027-360-6266  (027-360-6299) （歯ＣＡＤ）第102号       平成26年 4月 1日
     （補管）第813号           平成11年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61415,0050,5 中村歯科医院 〒370-3342 （歯ＣＡＤ）第712号       平成29年11月 1日
     群歯50 高崎市下室田町３６９０－２ （補管）第873号           平成13年 5月 1日
     027-374-6665  (027-374-6665) （１７５）第353号         平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61515,0052,1 ひらた歯科クリニック〒370-3523 （歯訪診）第42号          平成28年 4月 1日
     群歯52 高崎市福島町１００７－１ （歯リハ２）第45号        平成26年 4月 1日
     027-372-4618  (027-372-4617) （歯ＣＡＤ）第168号       平成26年 4月 1日
     （補管）第1018号          平成17年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61615,0054,7 デンタルオフィス　コ〒370-3522 （歯ＣＡＤ）第713号       平成29年11月 1日
     群歯54 イケ 高崎市菅谷町１０４０－１ （補管）第1024号          平成17年11月 1日
     027-373-7555  (027-373-7555)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61715,1007,4 福田歯科医院 〒370-3105 （歯リハ２）第44号        平成26年 4月 1日
     群歯1007 高崎市箕郷町西明屋３８１ （歯ＣＡＤ）第229号       平成26年 6月 1日
     027-371-3911  (027-371-6210) （補管）第534号           平成 8年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61816,0009,9 さいとう歯科医院 〒377-0205 （外来環）第220号         平成28年 4月 1日
     北歯9 渋川市北牧４－５１ （医管）第235号           平成28年 8月 1日
     0279-53-5454  (0279-53-5580) （か強診）第38号          平成28年 8月 1日
     （歯援診）第88号          平成28年 8月 1日
     （歯ＣＡＤ）第432号       平成27年 1月 1日
     （補管）第543号           平成11年12月31日
     （酸単）第11494号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月28日   74

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  61916,0013,1 関歯科医院 〒377-0203 （歯訪診）第311号         平成28年10月 1日
     北歯13 渋川市吹屋４１７－１ （歯ＣＡＤ）第192号       平成26年 5月 1日
     0279-25-0530  (0279-23-5456) （補管）第539号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62016,0015,6 清水歯科医院 〒370-3604 （歯訪診）第358号         平成28年12月 1日
     北歯15 北群馬郡吉岡町南下７５７－８ （歯ＣＡＤ）第226号       平成26年 6月 1日
     0279-54-3413  (0279-54-3427) （補管）第538号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62116,0016,4 宮下デンタルクリニッ〒377-0202 （歯訪診）第312号         平成28年10月 1日
     北歯16 ク 渋川市中郷５９７－７０ （補管）第541号           平成 8年 4月 1日
     0279-53-4701  (0276-53-4711)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62216,0017,2 三剛歯科医院 〒377-0102 （補管）第540号           平成 8年 4月 1日
     北歯17 渋川市伊香保町伊香保３００－６
     0279-72-3430  (0279-72-5758)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62316,0018,0 佐藤歯科医院 〒370-3608 （歯訪診）第607号         平成29年 4月 1日
     北歯18 北群馬郡吉岡町下野田８１２ （補管）第542号           平成 8年 4月 1日
     0279-54-8330  (0279-54-8133) （１７５）第238号         平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62416,0019,8 小野上歯科診療所 〒377-0311 （歯訪診）第352号         平成28年12月 1日
     北歯19 渋川市村上３７９２－６ （歯ＣＡＤ）第444号       平成27年 2月 1日
     0279-59-2493  (0279-59-2532) （補管）第536号           平成12年 4月19日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62516,0022,2 駒寄歯科クリニック 〒370-3602 （歯訪診）第444号         平成29年 3月 1日
     北歯22 北群馬郡吉岡町大字大久保字宮田 （歯ＣＡＤ）第300号       平成26年 7月 1日
     ２２８７－２ （補管）第818号           平成12年 1月 1日
     0279-30-5500  (0279-30-5502)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62616,0023,0 さくら歯科 〒370-3602 （歯ＣＡＤ）第224号       平成26年 6月 1日
     北歯23 北群馬郡吉岡町大久保１４４９－ （補管）第880号           平成13年11月 1日
     ７
     0279-30-6333  (0279-55-6708)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62716,0024,8 たきざわ歯科医院 〒370-3602 （歯ＣＡＤ）第293号       平成26年 7月 1日
     北歯24 北群馬郡吉岡町大久保８７０－４ （補管）第960号           平成15年 8月 1日
     0279-55-6480  (0279-55-6481)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62816,0025,5 エース歯科 〒370-3602 （外来環）第21号          平成20年 4月 1日
     北歯25 北群馬郡吉岡町大字大久保１１２ （か強診）第46号          平成28年10月 1日
     －２ （歯訪診）第315号         平成28年10月 1日
     0279-55-1181  (0279-55-1154) （歯リハ２）第7号         平成26年 4月 1日
     （う蝕無痛）第22号        平成20年 6月 1日
     （歯ＣＡＤ）第30号        平成26年 4月 1日
     （手術歯根）第23号        平成26年 4月 1日
     （ＧＴＲ）第70号          平成26年 4月 1日
     （補管）第997号           平成17年 2月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月28日   75

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  62916,0027,1 真下歯科クリニック 〒370-3503 （補管）第537号           平成19年 3月 1日
     北歯27 北群馬郡榛東村新井１４７６ （１７５）第553号         平成19年 3月 1日
     0279-54-1366  (0279-54-4631)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63016,0028,9 あおば歯科医院 〒370-3503 （外来環）第176号         平成26年 6月 1日
     北歯28 北群馬郡榛東村新井１２２３－１ （医管）第220号           平成28年 6月 1日
     0279-25-8820  (0279-25-8821) （か強診）第32号          平成28年 8月 1日
     （歯訪診）第313号         平成28年10月 1日
     （外後発使）第240号       平成28年12月 1日
     （歯リハ２）第115号       平成28年 6月 1日
     （歯ＣＡＤ）第296号       平成26年 7月 1日
     （歯技工）第51号          平成22年 4月 1日
     （補管）第1083号          平成20年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63116,0030,5 スマイル歯科クリニッ〒370-3602 （外来環）第127号         平成24年 4月 1日
     北歯30 ク 北群馬郡吉岡町大久保３１６－７ （医管）第217号           平成28年 6月 1日
     0279-30-5033  (0279-30-5031) （歯訪診）第359号         平成28年12月 1日
     （歯ＣＡＤ）第677号       平成29年 5月 1日
     （補管）第1101号          平成21年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63216,0031,3 たけうち歯科医院 〒370-3608 （歯訪診）第602号         平成29年 4月 1日
     北歯31 北群馬郡吉岡町下野田１１０４番 （歯ＣＡＤ）第382号       平成26年10月 1日
     １ （補管）第1103号          平成21年 4月 1日
     0279-25-7700  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63316,1004,9 明治歯科診療所 〒370-3606 （外来環）第118号         平成23年10月 1日
     北歯1004 北群馬郡吉岡町大字上野田字安田 （か強診）第89号          平成30年 1月 1日
     倉１４番地３ （歯訪診）第497号         平成29年 4月 1日
     0279-25-8101  (0279-25-8141) （歯ＣＡＤ）第703号       平成29年 9月 1日
     （補管）第1123号          平成21年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63416,3000,5 ひらしま歯科 〒370-3502 （外来環）第294号         平成29年10月 1日
     北歯3000 北群馬郡榛東村山子田１４８２－ （う蝕無痛）第84号        平成29年 9月 1日
     ２ （手術歯根）第58号        平成29年 9月 1日
     0279-30-5454  (0279-30-5453) （補管）第1356号          平成29年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63517,0006,3 深井歯科医院 〒370-1301 （外来環）第79号          平成20年10月 1日
     多歯6 高崎市新町２６３９ （医管）第127号           平成18年 4月 1日
     0274-42-0408  (0271-42-1985) （歯訪診）第411号         平成29年 2月 1日
     （歯ＣＡＤ）第256号       平成26年 7月 1日
     （補管）第748号           平成 9年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月28日   76

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  63617,0028,7 守谷歯科医院 〒370-1301 （外来環）第219号         平成28年 4月 1日
     多歯28 高崎市新町２４６１ （歯援診）第77号          平成28年 4月 1日
     0274-42-2007  (0274-42-2007) （歯地連）第11号          平成22年 7月 1日
     （歯訪診）第43号          平成28年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第632号       平成28年10月 1日
     （補管）第703号           平成 8年 6月 1日
     （酸単）第11496号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63717,0031,1 設楽歯科医院 〒370-2127 （歯訪診）第502号         平成29年 4月 1日
     多歯31 高崎市吉井町長根東通２０８６－ （歯ＣＡＤ）第433号       平成27年 1月 1日
     １２ （補管）第544号           平成 8年 4月 1日
     027-387-3590  (027-387-3823) （１７５）第324号         平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63817,0032,9 新町歯科医院 〒370-1301 （歯訪診）第561号         平成29年 4月 1日
     多歯32 高崎市新町５４５－２ （歯ＣＡＤ）第738号       平成30年 2月 1日
     0274-42-0110  (0274-42-3482) （補管）第555号           平成 8年 4月 1日
     （１７５）第348号         平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63917,0033,7 服部歯科医院 〒370-1401 （医管）第54号            平成16年 4月 1日
     多歯33 藤岡市鬼石４－１ （歯地連）第9号           平成22年 7月 1日
     0274-52-2022  (0274-52-2022) （歯訪診）第487号         平成29年 3月 1日
     （補管）第749号           平成 9年 1月 1日
     （酸単）第11497号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64017,0034,5 里村歯科クリニック 〒370-2107 （歯ＣＡＤ）第25号        平成26年 4月 1日
     多歯34 高崎市吉井町池１４８８－２ （補管）第554号           平成 8年 4月 1日
     027-387-8114  (027-387-8124)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64117,0035,2 横堀歯科クリニック 〒370-1301 （歯ＣＡＤ）第163号       平成26年 4月 1日
     多歯35 高崎市新町１５２４－１ （補管）第705号           平成 8年 6月 1日
     0274-42-4182  (0274-42-4182)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64217,0039,4 かねた歯科医院 〒370-2121 （医管）第150号           平成20年 9月 1日
     多歯39 高崎市吉井町下長根１４９－１ （在歯管）第8号           平成22年 4月 1日
     0273-87-8691  (0273-87-8691) （歯地連）第13号          平成22年 8月 1日
     （歯訪診）第141号         平成28年 8月 1日
     （歯ＣＡＤ）第527号       平成27年10月 1日
     （歯技工）第52号          平成22年 4月 1日
     （補管）第553号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64317,0040,2 やまぐち歯科医院 〒370-2111 （外来環）第155号         平成25年 4月 1日
     多歯40 高崎市吉井町小串９３－１ （医管）第55号            平成16年 4月 1日
     027-387-8841  (027-387-9414) （歯訪診）第95号          平成28年 6月 1日
     （歯ＣＡＤ）第309号       平成26年 8月 1日
     （補管）第550号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月28日   77

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  64417,0041,0 かのう歯科医院 〒370-2114 （歯訪診）第493号         平成29年 3月 1日
     多歯41 高崎市吉井町石神２４－１ （歯ＣＡＤ）第748号       平成30年 2月 1日
     027-387-6475  (027-387-6475) （補管）第547号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64517,0042,8 関口歯科クリニック 〒370-1301 （外来環）第39号          平成20年 5月 1日
     多歯42 高崎市新町１２３６－３ （医管）第56号            平成16年 4月 1日
     0274-43-0088  (0274-43-0087) （歯訪診）第212号         平成28年 8月 1日
     （歯リハ２）第50号        平成26年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第235号       平成26年 6月 1日
     （補管）第549号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64617,0044,4 はらさわ歯科医院 〒370-1301 （補管）第750号           平成 9年 1月 1日
     多歯44 高崎市新町５２１ （１７５）第244号         平成14年 4月 1日
     0274-43-1814  (0274-43-1814)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64717,0045,1 長谷川歯科クリニック〒370-2106 （医管）第57号            平成16年 4月 1日
     多歯45 高崎市吉井町矢田１３４－１ （在歯管）第21号          平成22年 7月 1日
     027-320-3400  (027-230-3485) （歯地連）第10号          平成22年 7月 1日
     （歯訪診）第155号         平成28年 8月 1日
     （歯ＣＡＤ）第625号       平成28年 8月 1日
     （補管）第828号           平成12年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64817,0048,5 江原歯科クリニック 〒370-2128 （歯訪診）第336号         平成28年11月 1日
     多歯48 高崎市吉井町本郷６３－１ （補管）第1088号          平成20年11月 1日
     027-387-1837  (027-387-1837)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64917,1006,2 上野村へき地歯科診療〒370-1615 （歯訪診）第238号         平成28年 9月 1日
     多歯1006 所 多野郡上野村大字乙母９４－１ （補管）第551号           平成 8年 4月 1日
     0274-59-2059  (0274-59-2059) （酸単）第11809号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65017,1009,6 医療法人　山川歯科医〒370-1401 （外来環）第78号          平成20年 9月 1日
     多歯1009 院 藤岡市鬼石乙５５２ （歯訪診）第499号         平成29年 4月 1日
     0274-52-5693  (0274-52-2657) （補管）第725号           平成 8年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65117,1010,4 あらい歯科 〒370-2127 （外来環）第22号          平成20年 4月 1日
     多歯1010 高崎市吉井町長根１４５７番地７ （医管）第58号            平成17年 8月 1日
     027-386-0055  (027-387-1200) （歯訪診）第635号         平成30年 2月 1日
     （歯リハ２）第16号        平成26年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第49号        平成26年 4月 1日
     （ＧＴＲ）第20号          平成20年 4月 1日
     （補管）第859号           平成17年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65217,3001,1 神流町歯科診療所 〒370-1504 （歯訪診）第610号         平成29年 5月 1日
     多歯3001 多野郡神流町大字万場３８番地１ （補管）第1272号          平成26年 9月 3日
     0274-57-2019  (0274-57-2059)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月28日   78

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  65318,0002,0 ゆう歯科クリニック 〒370-2601 （外来環）第90号          平成21年 3月 1日
     甘歯2 甘楽郡下仁田町大字下仁田３３７ （医管）第189号           平成28年 4月 1日
     －８ （歯援診）第94号          平成29年 1月 1日
     0274-82-2418  (0274-82-2418) （在歯管）第40号          平成28年 4月 1日
     （歯訪診）第380号         平成29年 1月 1日
     （う蝕無痛）第52号        平成26年 7月 1日
     （歯ＣＡＤ）第364号       平成26年10月 1日
     （手術歯根）第28号        平成26年 7月 1日
     （補管）第674号           平成 8年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65418,0015,2 萩原歯科医院 〒370-2201 （歯訪診）第452号         平成29年 3月 1日
     甘歯15 甘楽郡甘楽町大字上野３０７３－ （補管）第559号           平成 8年 4月 1日
     １
     0274-74-3735  (0274-74-6464)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65518,0020,2 大貫歯科医院 〒370-2206 （外来環）第23号          平成20年 4月 1日
     甘歯20 甘楽郡甘楽町善慶寺１３５３－２ （手顕微加）第16号        平成28年 4月 1日
     0274-74-6480  (0274-74-6486) （う蝕無痛）第8号         平成20年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第82号        平成26年 4月 1日
     （歯技工）第90号          平成28年 4月 1日
     （ＧＴＲ）第21号          平成20年 4月 1日
     （根切顕微）第12号        平成28年 4月 1日
     （補管）第560号           平成 8年 4月 1日
     （酸単）第11499号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65618,0021,0 上條歯科医院 〒370-2216 （歯訪診）第371号         平成29年 1月 1日
     甘歯21 甘楽郡甘楽町大字金井字南４３７ （歯ＣＡＤ）第721号       平成30年 1月 1日
     0274-74-6430  (0274-74-6430) （補管）第561号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65718,0028,5 かんら歯科医院 〒370-2206 （歯訪診）第428号         平成29年 2月 1日
     甘歯28 甘楽郡甘楽町善慶寺１１９５－１ （歯ＣＡＤ）第647号       平成28年12月 1日
     0274-74-6556  （補管）第998号           平成17年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65818,0029,3 きたはら歯科医院 〒370-2212 （歯ＣＡＤ）第669号       平成29年 4月 1日
     甘歯29 甘楽郡甘楽町大字福島１３３７－ （補管）第1040号          平成18年 7月 1日
     １
     0274-74-6487  (0274-74-6487)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65918,0030,1 ふくしま町歯科クリニ〒370-2212 （外来環）第112号         平成23年 1月 1日
     甘歯30 ック 甘楽郡甘楽町大字福島８１８番地 （歯訪診）第299号         平成28年10月 1日
     １ （う蝕無痛）第32号        平成22年12月 1日
     0274-74-7451  (0274-74-7452) （歯ＣＡＤ）第207号       平成26年 5月 1日
     （補管）第1068号          平成19年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66018,0031,9 平柳歯科医院 〒370-2601 （補管）第1126号          平成22年 1月 1日
     甘歯31 甘楽郡下仁田町下仁田４２９－９
     0274-82-2364  



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月28日   79

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  66118,0032,7 大雄寺歯科医院 〒370-2811 （歯訪診）第609号         平成29年 5月 1日
     甘歯32 甘楽郡南牧村六車甲１５００ （歯ＣＡＤ）第582号       平成28年 4月 1日
     0274-87-2403  （補管）第1187号          平成24年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66218,3000,1 カズデンタルオフィス〒370-2202 （外来環）第206号         平成27年 7月 1日
     甘歯3000 甘楽郡甘楽町小幡中道１７５－１ （医管）第176号           平成26年 5月 1日
     0274-67-7874  （か強診）第16号          平成28年 4月 1日
     （歯援診）第67号          平成28年 4月 1日
     （在歯管）第30号          平成26年 5月 1日
     （歯ＣＡＤ）第227号       平成26年 6月 1日
     （補管）第1249号          平成26年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66318,3001,9 原歯科医院 〒370-2216 （外来環）第227号         平成28年 7月 1日
     甘歯3001 甘楽郡甘楽町大字金井字猪ヶ久保 （歯訪診）第427号         平成29年 2月 1日
     ７６－１ （歯ＣＡＤ）第533号       平成27年11月 1日
     0274-67-7768  （補管）第1300号          平成27年11月 1日
     （酸単）第11500号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66420,0017,4 須藤歯科医院 〒379-0221 （補管）第562号           平成 8年 4月 1日
     碓歯17 安中市松井田町新堀１４２２－３
     027-393-2562  (027-393-5903)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66520,0021,6 信沢歯科医院 〒379-0223 （歯訪診）第130号         平成28年 7月 1日
     碓歯21 安中市松井田町二軒在家９８０－ （歯ＣＡＤ）第486号       平成27年 5月 1日
     １０ （補管）第565号           平成 8年 4月 1日
     027-393-3117  (027-393-3014)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66620,0022,4 小林歯科医院 〒379-0224 （歯訪診）第76号          平成28年 5月 1日
     碓歯22 安中市松井田町人見５８１－１ （補管）第564号           平成 8年 4月 1日
     027-385-0261  (027-385-1768)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66721,0001,6 望月歯科医院 〒377-0424 （歯訪診）第335号         平成28年11月 1日
     吾歯1 吾妻郡中之条町大字中之条町８５ （補管）第575号           平成19年 9月20日
     ８
     0279-75-3114  (0279-75-3114)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66821,0003,2 木暮歯科医院 〒377-0424 （歯訪診）第395号         平成29年 2月 1日
     吾歯3 吾妻郡中之条町大字中之条町９３ （補管）第680号           平成15年 3月27日
     ０
     0279-75-2075  (0279-75-2601)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66921,0005,7 矢島歯科医院 〒377-0801 （歯訪診）第331号         平成28年11月 1日
     吾歯5 吾妻郡東吾妻町大字原町５６８－ （補管）第570号           平成 8年 4月 1日
     １ （１７５）第252号         平成14年 4月 1日
     0279-68-2010  (0279-68-3683)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月28日   80

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  67021,0009,9 加部歯科医院 〒377-0931 （歯訪診）第328号         平成28年11月 1日
     吾歯9 吾妻郡東吾妻町大字大戸１５０－ （補管）第918号           平成14年 4月 1日
     １ （１７５）第339号         平成14年 4月 1日
     0279-69-2036  (0279-69-3864)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67121,0017,2 蟻川歯科医院 〒377-0424 （歯訪診）第333号         平成28年11月 1日
     吾歯17 吾妻郡中之条町大字中之条町９５ （歯技工）第95号          平成29年 6月 1日
     ０ （補管）第576号           平成10年12月 1日
     0279-75-2418  (0279-75-2641)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67221,0025,5 安斉歯科医院 〒377-1526 （補管）第571号           平成20年12月 1日
     吾歯25 吾妻郡嬬恋村三原１８５
     0279-97-2112  (0279-97-3822)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67321,0031,3 芝歯科医院 〒377-1711 （歯訪診）第332号         平成28年11月 1日
     吾歯31 吾妻郡草津町草津字中島６０９－ （補管）第572号           平成 8年 4月 1日
     ３
     0279-88-4771  (0279-88-7334)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67421,0033,9 大島歯科医院 〒377-1612 （歯訪診）第327号         平成28年11月 1日
     吾歯33 吾妻郡嬬恋村大前１ （歯技工）第54号          平成22年 4月 1日
     0279-96-1440  (0279-96-1186) （補管）第574号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67521,0036,2 草津歯科医院 〒377-1711 （歯訪診）第603号         平成29年 4月 1日
     吾歯36 吾妻郡草津町大字草津４４２－４ （補管）第573号           平成 8年 4月 1日
     0279-88-9324  (0279-88-2015) （１７５）第262号         平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67621,0040,4 あさだ歯科医院 〒377-1304 （歯訪診）第596号         平成29年 4月 1日
     吾歯40 吾妻郡長野原町長野原１０９ （補管）第794号           平成10年11月 1日
     0279-82-2047  (0279-82-2047)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67721,0041,2 えきなん歯科クリニッ〒377-0423 （歯訪診）第330号         平成28年11月 1日
     吾歯41 ク 吾妻郡中之条町大字伊勢町川端１ （補管）第874号           平成13年 5月 1日
     ６－１０
     0279-76-3155  (0279-76-3156)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67821,0042,0 斎木歯科医院 〒377-0423 （歯ＣＡＤ）第583号       平成28年 4月 1日
     吾歯42 吾妻郡中之条町大字伊勢町字上原 （歯技工）第89号          平成28年 4月 1日
     ６９９－１４ （補管）第895号           平成14年 3月 1日
     0279-75-4187  (0279-75-4183)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67921,0043,8 びさいじデンタルクリ〒377-1612 （歯訪診）第329号         平成28年11月 1日
     吾歯43 ニック 吾妻郡嬬恋村大前５０－１ （歯ＣＡＤ）第722号       平成30年 1月 1日
     0279-80-6480  (0279-80-6481) （補管）第896号           平成14年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月28日   81

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  68021,0045,3 神辺歯科医院 〒377-0801 （歯訪診）第326号         平成28年11月 1日
     吾歯45 吾妻郡東吾妻町大字原町５０６１ （補管）第1148号          平成22年 7月 1日
     0279-68-2390  (0279-68-3684)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68121,0046,1 松山歯科医院 〒377-0702 （歯訪診）第83号          平成28年 6月 1日
     吾歯46 吾妻郡高山村中山２７６４－３ （補管）第1169号          平成23年 4月 1日
     0279-63-1118  (0279-26-3018)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68221,0047,9 萩原歯科医院 〒377-1304 （歯訪診）第334号         平成28年11月 1日
     吾歯47 吾妻郡長野原町長野原１２７５－ （咀嚼機能）第4号         平成28年11月 1日
     ９ （歯技工）第84号          平成25年 1月 1日
     0279-82-3718  (0279-82-3708) （補管）第1212号          平成25年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68321,1015,5 かわごえデンタルクリ〒377-0423 （外来環）第199号         平成27年 5月 1日
     吾歯1015 ニック 吾妻郡中之条町大字伊勢町９５１ （医管）第240号           平成28年 9月 1日
     －７ （か強診）第41号          平成28年 9月 1日
     0279-75-3131  (0279-75-5784) （歯援診）第71号          平成29年 3月 1日
     （在歯管）第51号          平成28年 9月 1日
     （歯ＣＡＤ）第254号       平成26年 6月 1日
     （補管）第567号           平成19年 7月17日
     （酸単）第11503号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68421,3000,5 外丸歯科医院 〒377-0815 （外来環）第209号         平成27年 7月 1日
     吾歯3000 吾妻郡東吾妻町大字岩下２１４番 （医管）第187号           平成27年 7月 1日
     地 （か強診）第36号          平成28年 8月 1日
     0279-67-2155  (0279-67-2675) （歯援診）第73号          平成28年 8月 1日
     （在歯管）第36号          平成27年 7月 1日
     （歯訪診）第148号         平成28年 8月 1日
     （歯ＣＡＤ）第514号       平成27年 7月 1日
     （補管）第1293号          平成27年 7月 1日
     （酸単）第11504号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68521,3001,3 原町歯科医院 〒377-0801 （歯ＣＡＤ）第584号       平成28年 4月 1日
     吾歯3001 吾妻郡東吾妻町原町５１４９－２ （補管）第1302号          平成28年 2月 1日
     0279-26-2444  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68624,0003,6 鎗田歯科医院 〒376-0031 （歯訪診）第546号         平成29年 4月 1日
     桐歯3 桐生市本町５－３５１ （歯ＣＡＤ）第216号       平成26年 5月 1日
     0277-22-4020  (0277-22-4020) （補管）第251号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68724,0013,5 天野歯科医院 〒376-0031 （補管）第253号           平成 8年 4月 1日
     桐歯13 桐生市本町６－３８１ （１７５）第191号         平成14年 4月 1日
     0277-45-2709  (0277-45-2709)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月28日   82

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  68824,0017,6 松本歯科医院 〒376-0003 （医管）第60号            平成16年 4月 1日
     桐歯17 桐生市琴平町３－９ （歯訪診）第405号         平成29年 2月 1日
     0277-44-3065  (0277-47-2826) （手顕微加）第23号        平成28年 6月 1日
     （歯ＣＡＤ）第485号       平成27年 5月 1日
     （補管）第274号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68924,0019,2 山崎歯科医院 〒376-0044 （外来環）第24号          平成20年 4月 1日
     桐歯19 桐生市永楽町１－３５ （医管）第61号            平成16年 4月 1日
     0277-22-4868  (0277-47-2226) （か強診）第48号          平成28年11月 1日
     （歯訪診）第406号         平成29年 2月 1日
     （歯ＣＡＤ）第397号       平成26年11月 1日
     （補管）第281号           平成 8年 4月 1日
     （酸単）第11506号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69024,0022,6 北川歯科医院 〒376-0021 （歯訪診）第372号         平成29年 1月 1日
     桐歯22 桐生市巴町２－１８２１－６９ （歯ＣＡＤ）第504号       平成27年 7月 1日
     0277-45-2085  (0277-45-2087) （補管）第286号           平成20年 7月 1日
     （１７５）第217号         平成20年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69124,0023,4 塩崎歯科医院 〒376-0046 （歯訪診）第612号         平成29年 6月 1日
     桐歯23 桐生市宮前町１－３－２１ （歯ＣＡＤ）第585号       平成28年 4月 1日
     0277-22-4574  (0277-40-1170) （補管）第906号           平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69224,0028,3 青木歯科医院 〒376-0031 （補管）第250号           平成 8年 4月 1日
     桐歯28 桐生市本町１－３－４ （１７５）第199号         平成14年 4月 1日
     0277-22-6480  (0277-22-6480)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69324,0029,1 高島歯科医院 〒376-0023 （医管）第86号            平成16年 6月 1日
     桐歯29 桐生市錦町２－１４－１４ （歯ＣＡＤ）第249号       平成26年 6月 1日
     0277-44-4812  (0277-44-4819) （補管）第252号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69424,0037,4 長澤歯科医院 〒376-0031 （歯訪診）第109号         平成28年 6月 1日
     桐歯37 桐生市本町４－甲－７３ （歯ＣＡＤ）第251号       平成26年 6月 1日
     0277-45-2446  （補管）第273号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69524,0050,7 ミナミ歯科 〒376-0006 （歯訪診）第537号         平成29年 4月 1日
     桐歯50 桐生市新宿２－１－２４ （補管）第903号           平成14年 4月 1日
     0277-44-7602  (0277-44-7602)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69624,0053,1 矢嶋歯科医院 〒376-0006 （補管）第904号           平成14年 4月 1日
     桐歯53 桐生市新宿１－１２－１０ （１７５）第212号         平成14年 4月 1日
     0277-44-6496  (0277-44-6497)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69724,0060,6 大島歯科医院 〒376-0011 （補管）第292号           平成 8年 5月 1日
     桐歯60 桐生市相生町２－２６０ （１７５）第211号         平成14年 4月 1日
     0277-53-0330  (0277-52-9587)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月28日   83

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  69824,0063,0 宮原歯科医院 〒376-0011 （補管）第271号           平成 8年 4月 1日
     桐歯63 桐生市相生町１－４１２－６
     0277-53-8567  (0277-53-8567)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69924,0064,8 坂爪歯科医院 〒376-0011 （補管）第694号           平成 8年 5月 1日
     桐歯64 桐生市相生町２－４６９－１６ （１７５）第209号         平成14年 4月 1日
     0277-53-8445  (0277-52-6949)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70024,0069,7 須田歯科医院 〒376-0011 （補管）第283号           平成 8年 4月 1日
     桐歯69 桐生市相生町１－４６１ （１７５）第198号         平成14年 4月 1日
     0277-52-6536  (0277-52-6536)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70124,0070,5 松本歯科医院 〒376-0013 （補管）第256号           平成 8年 4月 1日
     桐歯70 桐生市広沢町５－１４６５
     0277-52-7008  (0277-52-7014)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70224,0071,3 ア歯科藤田診療所 〒376-0013 （歯ＣＡＤ）第487号       平成27年 5月 1日
     桐歯71 桐生市広沢町４－１９０８－３ （補管）第269号           平成 8年 4月 1日
     0277-52-8288  （１７５）第210号         平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70324,0074,7 はとり歯科 〒376-0011 （歯ＣＡＤ）第329号       平成26年 8月 1日
     桐歯74 桐生市相生町５－４５９－１３ （補管）第260号           平成 8年 4月 1日
     0277-54-5588  (0277-54-5588)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70424,0075,4 加孝歯科クリニック 〒376-0013 （歯訪診）第44号          平成28年 4月 1日
     桐歯75 桐生市広沢町７－５３１０ （歯ＣＡＤ）第201号       平成26年 5月 1日
     0277-54-0865  (0277-54-0869) （補管）第296号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70524,0076,2 諏訪歯科医院 〒376-0041 （医管）第62号            平成16年 4月 1日
     桐歯76 桐生市川内町２－２３７－７ （歯訪診）第45号          平成28年 4月 1日
     0277-65-7788  (0277-65-7788) （歯ＣＡＤ）第98号        平成26年 4月 1日
     （補管）第295号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70624,0078,8 広沢歯科 〒376-0013 （歯訪診）第451号         平成29年 2月 1日
     桐歯78 桐生市広沢町２丁目３３９４番地 （歯ＣＡＤ）第32号        平成26年 4月 1日
     0277-52-8241  (0277-52-8241) （ＧＴＲ）第22号          平成20年 4月 1日
     （補管）第282号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70724,0080,4 こだち歯科 〒376-0031 （歯訪診）第241号         平成28年 9月 1日
     桐歯80 桐生市本町６－３９５ （歯ＣＡＤ）第611号       平成28年 6月 1日
     0277-47-5514  (0277-47-5514) （補管）第287号           平成 8年 4月 1日
     （１７５）第208号         平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70824,0082,0 木村歯科医院 〒376-0041 （歯訪診）第102号         平成28年 6月 1日
     桐歯82 桐生市川内町４－４０－５ （歯ＣＡＤ）第473号       平成27年 3月 1日
     0277-65-8218  (0277-65-8218) （補管）第294号           平成 8年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月28日   84

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  70924,0083,8 桐生歯科医院 〒376-0023 （医管）第81号            平成16年 5月 1日
     桐歯83 桐生市錦町３－５－８ （歯援診）第33号          平成28年 9月 1日
     0277-43-4182  (0277-43-0665) （歯ＣＡＤ）第434号       平成27年 1月 1日
     （歯技工）第57号          平成22年 4月 1日
     （補管）第289号           平成 8年 4月 1日
     （酸単）第11507号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71024,0084,6 とおる歯科医院 〒376-0041 （歯訪診）第85号          平成28年 6月 1日
     桐歯84 桐生市川内町３－３３１－９ （歯ＣＡＤ）第220号       平成26年 5月 1日
     0277-65-7115  (0277-65-7070) （補管）第863号           平成13年 1月 1日
     （酸単）第11509号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71124,0085,3 田島歯科 〒376-0034 （歯訪診）第139号         平成28年 8月 1日
     桐歯85 桐生市東４－５－１８ （補管）第284号           平成 8年 4月 1日
     0277-45-1313  (0277-44-7323) （１７５）第207号         平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71224,0086,1 斎藤歯科医院 〒376-0002 （医管）第63号            平成16年 4月 1日
     桐歯86 桐生市境野町１－８３０－１ （在歯管）第38号          平成28年 4月 1日
     0277-43-7611  (0277-43-7611) （歯訪診）第152号         平成28年 8月 1日
     （歯リハ２）第81号        平成26年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第424号       平成27年 1月 1日
     （ＧＴＲ）第23号          平成20年 4月 1日
     （補管）第23号            平成 8年 4月 1日
     （酸単）第11510号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71324,0088,7 百合歯科医院 〒376-0035 （歯訪診）第101号         平成28年 6月 1日
     桐歯88 桐生市仲町３－３－３ （歯ＣＡＤ）第347号       平成26年 9月 1日
     0277-44-8148  (0277-22-8548) （補管）第264号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71424,0089,5 小島歯科クリニック 〒376-0056 （歯訪診）第513号         平成29年 4月 1日
     桐歯89 桐生市宮本町１－２－３５ （補管）第261号           平成 8年 4月 1日
     0277-43-2600  (0277-43-2601)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71524,0091,1 中島歯科医院 〒376-0003 （外来環）第40号          平成20年 5月 1日
     桐歯91 桐生市琴平町１１－１１ （医管）第64号            平成16年 4月 1日
     0277-22-0008  (0277-22-0009) （手顕微加）第27号        平成28年12月 1日
     （歯ＣＡＤ）第463号       平成27年 3月 1日
     （根切顕微）第22号        平成28年12月 1日
     （補管）第259号           平成 8年 4月 1日
     （酸単）第11511号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71624,0092,9 本町歯科医院 〒376-0031 （歯訪診）第471号         平成29年 3月 1日
     桐歯92 桐生市本町５－３６１ （補管）第301号           平成 8年 4月 1日
     0277-22-2224  (0277-22-2025)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月28日   85

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  71724,0093,7 島田歯科医院 〒376-0021 （歯訪診）第100号         平成28年 6月 1日
     桐歯93 桐生市巴町１－１１２１ （歯ＣＡＤ）第746号       平成30年 3月 1日
     0277-44-5538  (0277-44-5538) （補管）第902号           平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71824,0094,5 三丸歯科クリニック 〒376-0011 （外来環）第63号          平成20年 7月 1日
     桐歯94 桐生市相生町４－５９－８ （歯訪診）第46号          平成28年 4月 1日
     0277-52-1511  (0277-52-1512) （歯ＣＡＤ）第12号        平成26年 4月 1日
     （補管）第247号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71924,0095,2 アクツ歯科医院 〒376-0011 （外来環）第187号         平成26年11月 1日
     桐歯95 桐生市相生町２－５３５－４ （歯訪診）第534号         平成29年 4月 1日
     0277-54-4182  (0277-54-4106) （歯ＣＡＤ）第116号       平成26年 4月 1日
     （補管）第255号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72024,0096,0 今泉歯科医院 〒376-0014 （歯訪診）第230号         平成28年 9月 1日
     桐歯96 桐生市広沢町間ノ島２９１－５ （歯ＣＡＤ）第261号       平成26年 7月 1日
     0277-54-9893  （補管）第248号           平成 8年 4月 1日
     （１７５）第194号         平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72124,0097,8 須藤歯科医院 〒376-0034 （歯訪診）第538号         平成29年 4月 1日
     桐歯97 桐生市東７－１－２１ （歯ＣＡＤ）第46号        平成26年 4月 1日
     0277-45-1840  (0277-44-5012) （補管）第249号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72224,0098,6 小林歯科医院 〒376-0011 （外来環）第25号          平成20年 4月 1日
     桐歯98 桐生市相生町２－８１４－４ （歯訪診）第224号         平成28年 9月 1日
     0277-54-8585  (0277-54-8603) （補管）第278号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72324,0099,4 野田歯科クリニック 〒376-0013 （歯訪診）第536号         平成29年 4月 1日
     桐歯99 桐生市広沢町４－２２８１－３ （歯ＣＡＤ）第242号       平成26年 6月 1日
     0277-54-8883  （補管）第270号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72424,0100,0 モリシマ歯科医院 〒376-0034 （歯訪診）第519号         平成29年 4月 1日
     桐歯100 桐生市東４－３－１１ （補管）第907号           平成14年 4月 1日
     0277-44-3711  (0277-44-3715)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72524,0101,8 内藤歯科医院 〒376-0045 （補管）第293号           平成 8年 4月 1日
     桐歯101 桐生市末広町４－６ （１７５）第196号         平成14年 4月 1日
     0277-22-7110  (0277-22-7110)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72624,0102,6 あさひ歯科 〒376-0037 （歯訪診）第215号         平成28年 8月 1日
     桐歯102 桐生市旭町１８０－１ （補管）第266号           平成 8年 4月 1日
     0277-44-0388  (0277-44-0390)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月28日   86

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  72724,0103,4 下山歯科医院 〒376-0013 （歯訪診）第531号         平成29年 4月 1日
     桐歯103 桐生市広沢町２－２９７２－５ （手顕微加）第28号        平成29年 1月 1日
     0277-54-3948  (0277-54-8241) （歯ＣＡＤ）第2号         平成26年 4月 1日
     （根切顕微）第23号        平成29年 1月 1日
     （補管）第299号           平成 8年 4月 1日
     （酸単）第11513号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72824,0104,2 須藤歯科医院 〒376-0002 （補管）第262号           平成 8年 4月 1日
     桐歯104 桐生市境野町７－１９０－８ （１７５）第538号         平成14年 5月 1日
     0277-22-6430  (0277-22-6430)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72924,0105,9 さくらや歯科医院 〒376-0034 （歯訪診）第99号          平成28年 6月 1日
     桐歯105 桐生市東１－１－３８ （補管）第265号           平成 8年 4月 1日
     0277-43-0118  (0277-43-0118)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73024,0106,7 久保歯科医院 〒376-0034 （歯ＣＡＤ）第497号       平成27年 6月 1日
     桐歯106 桐生市東５－６－２７ （補管）第688号           平成 8年 5月 1日
     0277-44-0082  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73124,0107,5 下山歯科クリニック 〒376-0011 （歯訪診）第128号         平成28年 7月 1日
     桐歯107 桐生市相生町３－６３３－２ （歯ＣＡＤ）第349号       平成26年 9月 1日
     0277-55-0118  (0277-55-0118) （補管）第673号           平成 8年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73224,0109,1 飯野歯科医院 〒376-0011 （外来環）第82号          平成20年11月 1日
     桐歯109 桐生市相生町５－２８４－１３ （補管）第300号           平成 8年 4月 1日
     0277-52-5598  (0277-52-5598)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73324,0110,9 山藤矯正歯科クリニッ〒376-0021
     桐歯110 ク 桐生市巴町２丁目７－７
     0277-30-3110  (0277-30-3130)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73424,0111,7 ほしの歯科 〒376-0002 （外来環）第41号          平成20年 5月 1日
     桐歯111 桐生市境野町２－１４６３－１９ （歯訪診）第510号         平成29年 4月 1日
     0277-30-3221  (0277-30-3223) （歯ＣＡＤ）第557号       平成28年 3月 1日
     （補管）第815号           平成11年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73524,0112,5 相三歯科医院 〒376-0011 （歯ＣＡＤ）第58号        平成26年 4月 1日
     桐歯112 桐生市相生町３－５０９－２ （補管）第279号           平成12年 1月 1日
     0277-54-6480  (0277-54-6480)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73624,0113,3 じゅん歯科医院 〒376-0001 （歯訪診）第120号         平成28年 7月 1日
     桐歯113 桐生市菱町２－１８５４－５ （歯ＣＡＤ）第275号       平成26年 7月 1日
     0277-22-8818  (0277-22-8818) （補管）第878号           平成13年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73724,0114,1 大塚歯科クリニック 〒376-0052 （歯訪診）第520号         平成29年 4月 1日
     桐歯114 桐生市天神町３－５－８ （歯ＣＡＤ）第15号        平成26年 4月 1日
     0277-47-3990  (0277-47-3990) （補管）第930号           平成14年 6月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月28日   87

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  73824,0115,8 かねこ歯科医院 〒376-0002 （歯訪診）第524号         平成29年 4月 1日
     桐歯115 桐生市境野町２－７１７ （補管）第936号           平成14年 7月 1日
     0277-44-8249  (0277-44-8166)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73924,0117,4 さくらぎ歯科医院 〒376-0011 （歯訪診）第525号         平成29年 4月 1日
     桐歯117 桐生市相生町１－２２８ （歯ＣＡＤ）第586号       平成28年 4月 1日
     0277-55-5815  (0277-55-5816) （補管）第969号           平成15年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74024,0120,8 金子歯科医院 〒376-0011 （外来環）第31号          平成20年 4月 1日
     桐歯120 桐生市相生町５丁目６６８番地の （歯援診）第4号           平成29年 4月 1日
     ２ （歯訪診）第430号         平成29年 2月 1日
     0277-54-3344  (0277-54-3343) （歯ＣＡＤ）第615号       平成28年 6月 1日
     （歯技工）第58号          平成22年 4月 1日
     （補管）第995号           平成17年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74124,0121,6 永田歯科医院 〒376-0043 （補管）第1014号          平成17年 7月 1日
     桐歯121 桐生市小曽根町１０－２１
     0277-22-7227  (0277-22-7227)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74224,0122,4 坂爪歯科医院 〒376-0013 （外来環）第103号         平成22年 4月 1日
     桐歯122 桐生市広沢町３－４０７０－１ （医管）第213号           平成28年 6月 1日
     0277-53-2540  (0277-53-2543) （歯訪診）第481号         平成29年 3月 1日
     （歯ＣＡＤ）第210号       平成26年 5月 1日
     （歯技工）第91号          平成28年 6月 1日
     （補管）第1025号          平成17年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74324,0123,2 小林歯科クリニック 〒376-0031 （歯訪診）第523号         平成29年 4月 1日
     桐歯123 桐生市本町６丁目１－１ （歯ＣＡＤ）第661号       平成29年 3月 1日
     0277-44-5333  (0277-44-5333) （補管）第1042号          平成18年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74424,0124,0 飯野歯科クリニック 〒376-0125 （外来環）第270号         平成29年 4月 1日
     桐歯124 桐生市新里町山上字天笠東５７４ （歯訪診）第527号         平成29年 4月 1日
     －６ （歯ＣＡＤ）第451号       平成27年 2月 1日
     0277-74-5566  (0277-74-5590) （補管）第1051号          平成19年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74524,0125,7 ますやま歯科医院 〒376-0035 （歯ＣＡＤ）第413号       平成26年11月 1日
     桐歯125 桐生市仲町１丁目７－１２ （補管）第1065号          平成19年 8月 1日
     0277-44-5300  (0277-44-5300)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74624,0126,5 井本歯科医院 〒376-0011 （外来環）第261号         平成29年 3月 1日
     桐歯126 桐生市相生町２丁目７３６番地７ （医管）第82号            平成20年 1月 1日
     0277-52-5664  (0277-53-4487) （か強診）第61号          平成29年 3月 1日
     （歯援診）第56号          平成29年 2月 1日
     （歯ＣＡＤ）第3号         平成26年 4月 1日
     （歯技工）第71号          平成22年 4月 1日
     （補管）第280号           平成20年 1月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月28日   88

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  74724,0128,1 さかい歯科クリニック〒376-0013 （歯訪診）第545号         平成29年 4月 1日
     桐歯128 桐生市広沢町２丁目３１１４－８ （う蝕無痛）第53号        平成26年 7月 1日
     0277-52-6480  (0277-46-9412) （歯ＣＡＤ）第510号       平成27年 8月 1日
     （手術歯根）第29号        平成26年 7月 1日
     （補管）第1189号          平成24年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74824,0129,9 髙木歯科医院 〒376-0026 （歯訪診）第535号         平成29年 4月 1日
     桐歯129 桐生市清瀬町２－１８ （歯ＣＡＤ）第243号       平成26年 6月 1日
     0277-47-1682  (0277-47-1682) （補管）第1190号          平成24年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74924,1007,6 桐生市歯科医師会　休〒376-0042 （補管）第1234号          平成25年11月 1日
     桐歯1007 日緊急歯科診療所 桐生市堤町３－３－２ （１７５）第188号         平成14年 4月 1日
     0277-45-1397  (0277-47-1758)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75024,1008,4 鳥羽歯科医院 〒376-0011 （歯訪診）第384号         平成29年 1月 1日
     桐歯1008 桐生市相生町２－６２４ （歯ＣＡＤ）第587号       平成28年 4月 1日
     0277-52-5683  (0277-52-5683) （補管）第297号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75124,1010,0 須永歯科医院 〒376-0044 （歯訪診）第511号         平成29年 4月 1日
     桐歯1010 桐生市永楽町６－２１ （歯ＣＡＤ）第142号       平成26年 4月 1日
     0277-22-8410  (0277-22-8430) （補管）第763号           平成 9年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75224,1014,2 相生なかじま歯科医院〒376-0011 （歯訪診）第526号         平成29年 4月 1日
     桐歯1014 桐生市相生町２丁目３１９番地１ （歯ＣＡＤ）第588号       平成28年 4月 1日
     0277-55-4677  (0277-55-4675) （補管）第982号           平成20年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75324,3000,9 わたなべ歯科クリニッ〒376-0011 （外来環）第194号         平成27年 1月 1日
     桐歯3000 ク 桐生市相生町５－５８９－３ （医管）第182号           平成27年 2月 1日
     0277-52-9955  (0277-52-9989) （在歯管）第32号          平成27年 2月 1日
     （歯訪診）第409号         平成29年 2月 1日
     （歯リハ２）第101号       平成27年 1月 1日
     （歯ＣＡＤ）第453号       平成27年 1月 1日
     （補管）第1276号          平成27年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75424,3001,7 小林歯科医院 〒376-0042 （歯訪診）第142号         平成28年 8月 1日
     桐歯3001 桐生市堤町２－１－１３ （歯ＣＡＤ）第454号       平成27年 1月 1日
     0277-22-6255  (0277-46-6731) （補管）第1277号          平成27年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75524,3002,5 出井歯科医院 〒376-0044 （歯ＣＡＤ）第561号       平成28年 2月28日
     桐歯3002 桐生市永楽町７－３６ （補管）第1308号          平成28年 2月28日
     0277-22-5222  (0277-22-5229)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月28日   89

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  75624,3003,3 スマイル歯科矯正歯科〒376-0011 （外来環）第242号         平成28年10月 1日
     桐歯3003 桐生市相生町１丁目１９９－１ （医管）第244号           平成28年11月 1日
     0277-54-2525  （歯訪診）第509号         平成29年 4月 1日
     （歯リハ２）第117号       平成28年11月 1日
     （歯ＣＡＤ）第629号       平成28年 9月 1日
     （補管）第1322号          平成28年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75724,3004,1 森下歯科クリニック 〒376-0023 （医管）第271号           平成29年 5月 1日
     桐歯3004 桐生市錦町１丁目９－２７ （歯援診）第118号         平成30年 1月 1日
     0277-47-0155  (0277-43-8363) （在歯管）第62号          平成30年 1月 1日
     （歯訪診）第614号         平成29年 5月 1日
     （歯リハ２）第123号       平成29年 5月 1日
     （歯ＣＡＤ）第683号       平成29年 5月 1日
     （補管）第1349号          平成29年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75825,0002,5 あまぬま歯科クリニッ〒373-0861 （外来環）第286号         平成29年 8月 1日
     太歯2 ク 太田市南矢島町６７３－１３ （歯訪診）第275号         平成28年10月 1日
     0276-60-0194  (0276-60-0195) （歯ＣＡＤ）第490号       平成27年 5月 1日
     （補管）第354号           平成14年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75925,0005,8 橋本歯科医院 〒373-0057 （歯訪診）第267号         平成28年10月 1日
     太歯5 太田市本町３６－１４ （補管）第384号           平成 8年 4月 1日
     0276-22-2497  (027-22-2497)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76025,0008,2 戸山歯科医院 〒373-0052 （歯訪診）第264号         平成28年10月 1日
     太歯8 太田市寺井町４８５－１ （歯ＣＡＤ）第654号       平成29年 2月 1日
     0276-37-0723  (0276-37-4107) （補管）第376号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76125,0010,8 橋本歯科医院 〒373-0026 （歯ＣＡＤ）第589号       平成28年 4月 1日
     太歯10 太田市東本町３０－３３ （補管）第686号           平成13年 1月 1日
     0276-22-3526  (0276-22-7533)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76225,0011,6 備前島歯科医院 〒373-0825 （歯訪診）第98号          平成28年 6月 1日
     太歯11 太田市高林東町１７８９ （歯ＣＡＤ）第395号       平成26年11月 1日
     0276-38-0428  (0276-38-0427) （補管）第388号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76325,0012,4 尾内歯科医院 〒373-0007 （歯訪診）第281号         平成28年10月 1日
     太歯12 太田市石橋町８３５ （歯ＣＡＤ）第368号       平成26年10月 1日
     0276-37-0914  (0276-37-0914) （補管）第360号           平成18年 3月15日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76425,0019,9 さいとう歯科医院 〒373-0853 （歯訪診）第137号         平成28年 7月 1日
     太歯19 太田市浜町１２－９ （歯ＣＡＤ）第342号       平成26年 9月 1日
     0276-45-3266  (0276-45-3324) （補管）第830号           平成13年10月17日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76525,0020,7 亀井歯科医院 〒373-0033 （歯ＣＡＤ）第465号       平成27年 3月 1日
     太歯20 太田市西本町６１－６ （補管）第722号           平成 9年10月13日
     0276-32-2008  (0276-32-2191) （１７５）第304号         平成14年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月28日   90

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  76625,0021,5 青木歯科医院 〒373-0018 （歯訪診）第272号         平成28年10月 1日
     太歯21 太田市丸山町２０５ （補管）第352号           平成 8年 4月 1日
     0276-37-1035  (0276-37-1035) （１７５）第338号         平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76725,0022,3 屋代歯科 〒373-0828 （歯訪診）第256号         平成28年10月 1日
     太歯22 太田市高林西町３８２－２６ （補管）第391号           平成 8年 4月 1日
     0276-38-0513  (0276-38-1978) （１７５）第294号         平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76825,0024,9 歯科医院　織間 〒373-0818 （外来環）第64号          平成20年 7月 1日
     太歯24 太田市小舞木町３２７ （歯訪診）第282号         平成28年10月 1日
     0276-46-3872  (0276-46-3872) （歯技工）第59号          平成22年 4月 1日
     （補管）第362号           平成 8年 4月 1日
     （酸単）第11514号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76925,0025,6 須藤歯科クリニック 〒373-0808 （歯訪診）第126号         平成28年 7月 1日
     太歯25 太田市石原町９９４－４ （歯技工）第60号          平成22年 4月 1日
     0276-46-3527  (0276-48-7856) （補管）第373号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77025,0026,4 長谷川歯科医院 〒373-0817 （歯訪診）第268号         平成28年10月 1日
     太歯26 太田市飯塚町１５０９－３ （補管）第386号           平成 8年 4月 1日
     0276-45-7135  (0276-45-7135) （酸単）第11516号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77125,0027,2 一般社団法人　太田新〒373-0852 （１７５）第555号         平成14年 5月 1日
     太歯27 田歯科医師会　休日歯太田市新井町５１６－１８
     科診療所 0276-45-7320  (0276-46-0614)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77225,0030,6 飯嶌歯科医院 〒373-0026 （補管）第355号           平成 8年 4月 1日
     太歯30 太田市東本町４６－３７ （１７５）第336号         平成14年 4月 1日
     0276-22-4789  (0276-22-4789)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77325,0031,4 五十嵐歯科医院 〒373-0845 （歯ＣＡＤ）第17号        平成26年 4月 1日
     太歯31 太田市泉町１３７６－４ （補管）第356号           平成 8年 4月 1日
     0276-31-0555  (0276-31-0555)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77425,0032,2 久保田歯科医院 〒373-0853 （歯訪診）第47号          平成28年 4月 1日
     太歯32 太田市浜町３１－３ （歯ＣＡＤ）第327号       平成26年 8月 1日
     0276-45-5739  (0276-45-5739) （補管）第366号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77525,0033,0 山口歯科医院 〒373-0808 （医管）第268号           平成29年 5月 1日
     太歯33 太田市石原町３１３－３ （歯訪診）第242号         平成28年 9月 1日
     0276-46-4722  (0276-46-4722) （歯リハ２）第122号       平成29年 5月 1日
     （手顕微加）第26号        平成28年10月 1日
     （歯ＣＡＤ）第360号       平成26年10月 1日
     （ＧＴＲ）第46号          平成20年10月 1日
     （根切顕微）第30号        平成30年 3月 1日
     （補管）第393号           平成 8年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月28日   91

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  77625,0036,3 布施歯科医院 〒373-0821 （歯訪診）第472号         平成29年 3月 1日
     太歯36 太田市下浜田町１２１６－３ （歯ＣＡＤ）第396号       平成26年11月 1日
     0276-45-5363  (0276-46-4188) （補管）第389号           平成 8年 4月 1日
     （１７５）第296号         平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77725,0040,5 四分一歯科クリニック〒373-0036 （歯訪診）第289号         平成28年10月 1日
     太歯40 太田市由良町１００７ （歯ＣＡＤ）第522号       平成27年10月 1日
     0276-31-9595  (0276-31-1880) （補管）第372号           平成 8年 4月 1日
     （１７５）第333号         平成14年 4月 1日
     （酸単）第12042号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77825,0042,1 篠原歯科医院 〒373-0806 （補管）第371号           平成 8年 4月 1日
     太歯42 太田市竜舞町１８０２－１ （酸単）第11517号         平成29年 4月 1日
     0276-46-7408  (0276-46-7408)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77925,0044,7 大美賀歯科医院 〒373-0024 （補管）第351号           平成 8年 4月 1日
     太歯44 太田市上小林町２３５－１
     0276-25-8148  (0276-25-8149)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78025,0046,2 堀口歯科医院 〒373-0057 （補管）第931号           平成14年 6月 1日
     太歯46 太田市本町３２－１６
     0276-22-7348  (0276-22-7348)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78125,0047,0 樋口歯科医院 〒373-0851 （歯訪診）第262号         平成28年10月 1日
     太歯47 太田市飯田町１０７３ （補管）第909号           平成14年 4月 1日
     0276-46-9960  (0276-46-9960) （１７５）第331号         平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78225,0048,8 橋本歯科クリニック 〒373-0057 （歯訪診）第216号         平成28年 8月 1日
     太歯48 太田市本町２０－１０ （歯ＣＡＤ）第590号       平成28年 4月 1日
     0276-25-8884  (0276-25-8884) （補管）第385号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78325,0049,6 くぼた歯科・矯正歯科〒373-0847 （外来環）第256号         平成29年 2月 1日
     太歯49 太田市西新町９９－７ （歯訪診）第286号         平成28年10月 1日
     0276-31-0611  (0276-31-0611) （歯リハ２）第30号        平成26年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第11号        平成26年 4月 1日
     （補管）第367号           平成 8年 4月 1日
     （矯診）第37号            平成22年 5月 1日
     （顎診）第13号            平成25年 6月 1日
     （１７５）第257号         平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78425,0052,0 伊丹歯科医院 〒373-0842 （歯訪診）第581号         平成29年 4月 1日
     太歯52 太田市細谷町１１７７ （歯ＣＡＤ）第491号       平成27年 5月 1日
     0276-32-2777  (0276-32-3337) （補管）第357号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月28日   92

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  78525,0053,8 小野歯科医院 〒373-0828 （医管）第216号           平成28年 6月 1日
     太歯53 太田市高林西町８７５－１ （歯訪診）第82号          平成28年 6月 1日
     0276-38-5352  (0276-38-5376) （歯ＣＡＤ）第313号       平成26年 7月 1日
     （補管）第361号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78625,0056,1 ツイヒジ歯科医院 〒373-0816 （歯訪診）第292号         平成28年10月 1日
     太歯56 太田市東矢島町１０３８－８ （歯ＣＡＤ）第10号        平成26年 4月 1日
     0276-46-8849  (0276-46-8860) （補管）第375号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78725,0059,5 こいずみ歯科 〒373-0852 （補管）第668号           平成 8年 5月 1日
     太歯59 太田市新井町３２５－１
     0276-49-1519  (0276-49-1393)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78825,0060,3 永倉歯科医院 〒373-0852 （歯訪診）第265号         平成28年10月 1日
     太歯60 太田市新井町２２２－４ （補管）第379号           平成 9年11月13日
     0276-48-8722  (0276-48-8722)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78925,0062,9 うめざわ歯科クリニッ〒373-0014 （歯訪診）第280号         平成28年10月 1日
     太歯62 ク 太田市植木野町１３６－４ （補管）第395号           平成 8年 4月 1日
     0276-22-1770  (0276-22-1780)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79025,0064,5 阿部歯科医院 〒373-0011 （歯訪診）第273号         平成28年10月 1日
     太歯64 太田市只上町３２２－１ （歯ＣＡＤ）第22号        平成26年 4月 1日
     0276-37-6481  (0276-37-7431) （補管）第353号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79125,0067,8 ゴスペル歯科クリニッ〒373-0813 （医管）第205号           平成28年 5月 1日
     太歯67 ク 太田市内ケ島町１４３５ （歯訪診）第48号          平成28年 4月 1日
     0276-49-1182  (0276-49-0418) （歯ＣＡＤ）第343号       平成26年 9月 1日
     （補管）第382号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79225,0071,0 関根歯科医院 〒373-0026 （外来環）第117号         平成23年 9月 1日
     太歯71 太田市東本町３０－８ （か強診）第39号          平成28年 9月 1日
     0276-22-2317  (0276-22-2317) （歯援診）第85号          平成28年 7月 1日
     （歯ＣＡＤ）第614号       平成28年 6月 1日
     （補管）第856号           平成11年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79325,0072,8 あおやま矯正歯科医院〒373-0851 （矯診）第35号            平成22年 4月 1日
     太歯72 太田市飯田町７０１－２ＭＯＢビ
     ル　１Ｆ
     0276-49-0654  (0276-49-0654)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79425,0073,6 きむら歯科医院 〒373-0819 （歯訪診）第50号          平成28年 4月 1日
     太歯73 太田市新島町３４９－１４ （歯ＣＡＤ）第281号       平成26年 7月 1日
     0276-49-4924  (0276-49-4924) （補管）第365号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月28日   93

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  79525,0075,1 たちかわ歯科医院 〒373-0806 （歯訪診）第217号         平成28年 8月 1日
     太歯75 太田市龍舞町５５６９ （う蝕無痛）第21号        平成20年 5月 1日
     0276-40-1515  (0276-40-1517) （歯ＣＡＤ）第660号       平成29年 3月 1日
     （補管）第671号           平成 8年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79625,0078,5 フカサワ歯科クリニッ〒373-0045 （医管）第66号            平成16年 4月 1日
     太歯78 ク 太田市沖野町１７９－１ （歯訪診）第259号         平成28年10月 1日
     0276-32-5353  (0276-32-5354) （歯ＣＡＤ）第361号       平成26年10月 1日
     （補管）第751号           平成 9年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79725,0079,3 竹部歯科医院 〒373-0032 （外来環）第100号         平成22年 2月 1日
     太歯79 太田市新野町１２６４－２ （医管）第67号            平成16年 4月 1日
     0276-32-4182  (0276-32-4382) （歯訪診）第51号          平成28年 4月 1日
     （歯リハ２）第11号        平成26年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第39号        平成26年 4月 1日
     （補管）第759号           平成 9年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79825,0080,1 やまもと歯科医院 〒373-0036 （歯訪診）第252号         平成28年10月 1日
     太歯80 太田市由良町２３３３－４ （歯ＣＡＤ）第237号       平成26年 6月 1日
     0276-32-3285  (0276-32-3287) （補管）第394号           平成 9年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79925,0081,9 大木歯科クリニック 〒373-0063 （補管）第777号           平成10年 5月 1日
     太歯81 太田市鳥山下町６０６－４
     0276-22-6480  (0276-22-3444)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80025,0082,7 堀越歯科医院 〒373-0831 （歯訪診）第261号         平成28年10月 1日
     太歯82 太田市福沢町９５－９ （歯ＣＡＤ）第359号       平成26年10月 1日
     0276-38-6307  (0276-38-6307) （補管）第803号           平成11年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80125,0083,5 しのざき歯科医院 〒373-0815 （歯訪診）第288号         平成28年10月 1日
     太歯83 太田市東別所町１３５－１ （う蝕無痛）第41号        平成26年 1月 1日
     0276-48-0118  (0276-48-0119) （歯ＣＡＤ）第23号        平成26年 4月 1日
     （手術歯根）第19号        平成26年 1月 1日
     （補管）第369号           平成11年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80225,0086,8 とねき矯正歯科医院 〒373-0803 （矯診）第19号            平成22年 4月 1日
     太歯86 太田市矢場町３００１－３４ （顎診）第6号             平成13年 5月 1日
     0276-45-2111  (0276-45-2111) （１７５）第332号         平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80325,0087,6 藤平歯科医院 〒373-0817 （う蝕無痛）第10号        平成20年 4月 1日
     太歯87 太田市飯塚町７０２－２０ （歯ＣＡＤ）第513号       平成27年 8月 1日
     0276-49-3601  (0276-49-3601) （補管）第868号           平成13年 4月 1日
     （１７５）第295号         平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月28日   94

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  80425,0088,4 えんどう歯科 〒373-0851 （医管）第68号            平成16年 4月 1日
     太歯88 太田市飯田町９５８ （歯訪診）第308号         平成28年10月 1日
     0276-48-8214  (0276-49-5090) （歯リハ２）第91号        平成26年 6月 1日
     （歯ＣＡＤ）第87号        平成26年 4月 1日
     （補管）第888号           平成14年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80525,0091,8 おおや歯科医院 〒373-0811 （う蝕無痛）第11号        平成20年 4月 1日
     太歯91 太田市安良岡町３６０－１ （歯ＣＡＤ）第260号       平成26年 7月 1日
     0276-22-3335  (0276-20-2634) （補管）第948号           平成15年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80625,0092,6 木暮歯科医院 〒373-0008 （外来環）第248号         平成28年11月 1日
     太歯92 太田市鶴生田町４９６－１ （医管）第248号           平成28年11月 1日
     0276-20-2019  (0276-20-2029) （在歯管）第54号          平成28年11月 1日
     （歯訪診）第149号         平成28年 8月 1日
     （歯ＣＡＤ）第285号       平成26年 7月 1日
     （補管）第955号           平成15年 6月 1日
     （酸単）第11519号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80725,0093,4 さいとう歯科クリニッ〒373-0011 （歯訪診）第61号          平成28年 4月 1日
     太歯93 ク 太田市只上町１０７８ （歯ＣＡＤ）第114号       平成26年 4月 1日
     0276-37-4618  (0276-37-4640) （補管）第961号           平成15年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80825,0094,2 ふじい歯科・小児歯科〒373-0812 （歯ＣＡＤ）第144号       平成26年 4月 1日
     太歯94 太田市東長岡町１３０８－１ （補管）第977号           平成16年 4月 1日
     0276-20-2232  (0276-20-2235)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80925,0095,9 ＭＫ歯科クリニック 〒373-0852 （歯訪診）第253号         平成28年10月 1日
     太歯95 太田市新井町５３３－５ （歯ＣＡＤ）第507号       平成27年 7月 1日
     0276-60-1811  (0276-60-2888) （補管）第993号           平成16年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81025,0096,7 長島歯科医院 〒373-0016 （歯訪診）第266号         平成28年10月 1日
     太歯96 太田市矢田堀町２０３－１ （補管）第1009号          平成17年 5月 1日
     0276-40-5553  (0276-40-5554)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81125,0097,5 しまざきデンタルクリ〒373-0042 （歯訪診）第290号         平成28年10月 1日
     太歯97 ニック 太田市宝町４６１ （歯ＣＡＤ）第532号       平成27年11月 1日
     0276-40-4182  (0276-32-3344) （補管）第1015号          平成17年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81225,0099,1 くろさわ歯科クリニッ〒373-0036 （外来環）第111号         平成22年12月 1日
     太歯99 ク 太田市由良町７１－１０ （補管）第1031号          平成18年 3月 1日
     0276-33-7307  (0276-33-7308)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81325,0100,7 おおばら歯科医院 〒379-2304 （歯ＣＡＤ）第727号       平成30年 1月 1日
     太歯100 太田市大原町２０５６－１１ （ＧＴＲ）第24号          平成20年 4月 1日
     0277-20-4123  (0277-20-4125) （補管）第1038号          平成18年 6月 1日
     （酸単）第11520号         平成29年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月28日   95

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  81425,0101,5 たかはし歯科医院 〒373-0031 （外来環）第243号         平成28年10月 1日
     太歯101 太田市脇屋町５２９－２ （歯訪診）第271号         平成28年10月 1日
     0276-32-5210  (0276-32-5210) （う蝕無痛）第78号        平成29年 3月 1日
     （歯ＣＡＤ）第20号        平成26年 4月 1日
     （手術歯根）第52号        平成29年 3月 1日
     （補管）第1044号          平成18年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81525,0105,6 おおた阿部歯科クリニ〒379-2304 （歯訪診）第583号         平成29年 4月 1日
     太歯105 ック 太田市大原町２２１１－３５ （補管）第1074号          平成20年 1月 1日
     0277-78-9002  (0277-78-9002)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81625,0110,6 とやま歯科クリニック〒373-0022 （外来環）第309号         平成30年 1月 1日
     太歯110 太田市東金井町８５８－２ （歯訪診）第263号         平成28年10月 1日
     0276-40-2885  (0276-40-2886) （歯ＣＡＤ）第515号       平成27年 9月 1日
     （補管）第1095号          平成21年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81725,0112,2 森下歯科医院 〒373-0063 （外来環）第238号         平成28年 9月 1日
     太歯112 太田市鳥山下町７２１番地２ （医管）第277号           平成29年 9月 1日
     0276-25-7191  (0276-25-7191) （か強診）第59号          平成29年 3月 1日
     （歯訪診）第52号          平成28年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第95号        平成26年 4月 1日
     （補管）第1110号          平成21年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81825,0114,8 グリーン歯科クリニッ〒373-0842 （歯訪診）第470号         平成29年 3月 1日
     太歯114 ク 太田市細谷町１４１４ （う蝕無痛）第25号        平成22年 1月 1日
     0276-32-3876  (0276-32-3803) （歯ＣＡＤ）第88号        平成26年 4月 1日
     （補管）第1127号          平成22年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81925,0115,5 あやの歯科クリニック〒373-0829 （歯訪診）第468号         平成29年 3月 1日
     太歯115 太田市高林北町１９３１番地４ （歯ＣＡＤ）第205号       平成26年 5月 1日
     0276-60-4899  (0276-60-4899) （補管）第1128号          平成22年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  82025,0118,9 沢口歯科医院 〒373-0025 （歯訪診）第467号         平成29年 3月 1日
     太歯118 太田市熊野町３８－４ （歯ＣＡＤ）第94号        平成26年 4月 1日
     0276-22-1185  (0276-22-1195) （補管）第1208号          平成24年10月23日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  82125,0119,7 ヒデ・デンタルクリニ〒373-0801 （外来環）第156号         平成25年 4月 1日
     太歯119 ック 太田市台之郷町２５４－１ （か強診）第77号          平成29年 8月 1日
     0276-55-1184  （歯訪診）第55号          平成28年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第356号       平成26年10月 1日
     （補管）第1216号          平成25年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月28日   96

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  82225,1006,5 医療法人芳志会　長谷〒373-0036 （医管）第157号           平成22年 4月 1日
     太歯1006 川歯科医院 太田市由良町２９４－１ （歯援診）第107号         平成29年 5月 1日
     0276-31-5737  (0276-31-4011) （在歯管）第17号          平成22年 4月 1日
     （歯地連）第4号           平成22年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第700号       平成29年 9月 1日
     （補管）第387号           平成 8年 4月 1日
     （酸単）第11888号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  82325,1007,3 西ばやし歯科医院 〒373-0817 （歯訪診）第97号          平成28年 6月 1日
     太歯1007 太田市飯塚町１５９２ （補管）第911号           平成14年 4月 1日
     0276-48-1122  (0276-48-6744) （酸単）第11522号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  82425,1013,1 中野歯科医院 〒373-0006 （医管）第70号            平成16年 4月 1日
     太歯1013 太田市成塚町１５０－８５ （歯援診）第105号         平成29年 4月 1日
     0276-37-5858  (0276-37-5813) （在推進）第2号           平成26年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第51号        平成26年 4月 1日
     （補管）第377号           平成 8年 4月 1日
     （酸単）第11523号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  82525,1014,9 ちえ美歯科医院 〒373-0806 （外来環）第42号          平成20年 5月 1日
     太歯1014 太田市龍舞町１６７０番地の３５ （医管）第148号           平成20年 5月 1日
     0276-30-0418  (0276-30-0418) （歯ＣＡＤ）第560号       平成28年 4月 1日
     （ＧＴＲ）第37号          平成20年 4月 1日
     （補管）第844号           平成16年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  82625,1019,8 スマイルデンタルオフ〒373-0808 （う蝕無痛）第42号        平成26年 3月 1日
     太歯1019 ィス 太田市石原町２１１番地の３ （歯ＣＡＤ）第374号       平成26年10月 1日
     0276-46-8016  （手術歯根）第20号        平成26年 3月 1日
     （ＧＴＲ）第53号          平成22年 9月 1日
     （補管）第1151号          平成22年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  82725,3002,2 医療法人社団聖医会田〒373-0852 （外来環）第168号         平成26年 1月 1日
     太歯3002 中歯科医院 太田市新井町５５０番地１３ （か強診）第69号          平成29年 4月 1日
     0276-47-7177  (0276-47-7178) （歯援診）第75号          平成29年 4月 1日
     （手顕微加）第30号        平成29年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第54号        平成26年 4月 1日
     （根切顕微）第26号        平成29年 4月 1日
     （補管）第1247号          平成26年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  82825,3004,8 太田アクア歯科クリニ〒373-0861 （外来環）第285号         平成29年 8月 1日
     太歯3004 ック 太田市南矢島町６８－１ （歯訪診）第279号         平成28年10月 1日
     0276-60-0018  （歯ＣＡＤ）第358号       平成26年10月 1日
     （補管）第1250号          平成26年 3月 1日
     （酸単）第11524号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月28日   97

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  82925,3005,5 ラブ歯科クリニック 〒373-0824 （歯訪診）第475号         平成29年 3月 1日
     太歯3005 太田市高林寿町１８０９番地１ （歯ＣＡＤ）第273号       平成26年 7月 1日
     0276-38-5131  （補管）第1261号          平成26年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  83025,3006,3 太田中央歯科クリニッ〒373-0041 （外来環）第217号         平成28年 4月 1日
     太歯3006 ク 太田市別所町２８－１ （医管）第218号           平成28年 6月 1日
     0276-52-8095  （歯訪診）第503号         平成29年 4月 1日
     （外後発使）第241号       平成29年 1月 1日
     （歯ＣＡＤ）第443号       平成27年 2月 1日
     （ＧＴＲ）第73号          平成26年 7月 1日
     （補管）第1263号          平成26年 7月 1日
     （酸単）第11526号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  83125,3007,1 医療法人　大川歯科医〒373-0802 （歯訪診）第426号         平成29年 2月 1日
     太歯3007 院 太田市矢場新町１１８番地４ （補管）第1270号          平成26年 8月 6日
     0276-46-8750  (0276-46-8750)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  83225,3008,9 いとう歯科口腔外科 〒373-0036 （外来環）第188号         平成26年11月 1日
     太歯3008 太田市由良町１０４－８ （歯訪診）第277号         平成28年10月 1日
     0276-32-4141  （歯ＣＡＤ）第386号       平成26年10月 1日
     （補管）第1269号          平成26年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  83325,3009,7 とちはら歯科 〒373-0851 （外来環）第259号         平成29年 3月 1日
     太歯3009 太田市飯田町１１６０－１ （医管）第262号           平成29年 3月 1日
     0276-50-1883  （か強診）第63号          平成29年 3月 1日
     （歯援診）第102号         平成29年 3月 1日
     （在歯管）第58号          平成29年 3月 1日
     （歯訪診）第285号         平成28年10月 1日
     （歯リハ２）第107号       平成27年 8月 1日
     （歯ＣＡＤ）第379号       平成26年10月 1日
     （補管）第1271号          平成26年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  83425,3010,5 あい歯科クリニック 〒373-0813 （外来環）第200号         平成27年 6月 1日
     太歯3010 太田市内ケ島町９４７－７ （歯訪診）第339号         平成28年11月 1日
     0276-47-0648  (0276-57-8078) （歯ＣＡＤ）第416号       平成26年12月 1日
     （補管）第1273号          平成26年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  83525,3011,3 医療法人社団　ハート〒373-0806 （外来環）第253号         平成28年12月 1日
     太歯3011 ケア　ピース歯科クリ太田市龍舞町９０８－１０ （医管）第253号           平成28年12月 1日
     ニック 0276-55-0648  (0276-55-0648) （か強診）第56号          平成29年 2月 1日
     （歯援診）第93号          平成28年12月 1日
     （歯訪診）第135号         平成28年 7月 1日
     （歯ＣＡＤ）第501号       平成27年 5月 1日
     （補管）第1291号          平成27年 5月 1日
     （酸単）第11527号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月28日   98

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  83625,3012,1 おおたモール歯科 〒373-0817 （外来環）第213号         平成28年 1月 1日
     太歯3012 太田市飯塚町６２６－１ （か強診）第73号          平成29年 7月 1日
     0276-57-8555  (0276-57-8555) （歯訪診）第247号         平成28年10月 1日
     （歯ＣＡＤ）第643号       平成28年11月 1日
     （補管）第1299号          平成27年 9月 1日
     （酸単）第11913号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  83725,3013,9 とりやま歯科医院 〒373-0061 （外来環）第297号         平成29年10月 1日
     太歯3013 太田市鳥山上町２２２０－１５ （歯訪診）第306号         平成28年10月 1日
     0276-60-5949  (0276-60-5969) （歯ＣＡＤ）第531号       平成27年11月 1日
     （補管）第1296号          平成27年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  83825,3016,2 あおい歯科 〒373-0853 （歯訪診）第270号         平成28年10月 1日
     太歯3016 太田市浜町４２－１５　ローゼン （補管）第1314号          平成28年 7月 1日
     ハイツ１Ｅ
     0276-55-3730  (0276-55-3730)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  83925,3017,0 おおたメディカルモー〒373-0807 （外来環）第234号         平成28年 7月 1日
     太歯3017 ル歯科 太田市下小林町５３４番地３ （か強診）第92号          平成30年 2月 1日
     0276-50-1551  (0276-47-3220) （歯訪診）第248号         平成28年10月 1日
     （歯ＣＡＤ）第644号       平成28年11月 1日
     （補管）第1316号          平成28年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  84025,3018,8 えん歯科クリニック 〒373-0816 （外来環）第257号         平成29年 2月 1日
     太歯3018 太田市東矢島町９７０－１ （医管）第249号           平成28年11月 1日
     0276-47-7211  (0276-47-7212) （歯訪診）第495号         平成29年 3月 1日
     （歯リハ２）第118号       平成28年11月 1日
     （歯ＣＡＤ）第645号       平成28年11月 1日
     （ＧＴＲ）第82号          平成28年11月 1日
     （補管）第1329号          平成28年11月 1日
     （酸単）第11528号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  84125,3019,6 ファミリー歯科・矯正〒373-0033 （外来環）第262号         平成29年 1月 1日
     太歯3019 歯科クリニック 太田市西本町４５番３０号 （医管）第263号           平成29年 1月 1日
     0276-55-0011  (0276-55-0012) （歯訪診）第442号         平成29年 1月 1日
     （歯リハ２）第121号       平成29年 1月 1日
     （う蝕無痛）第77号        平成29年 1月 1日
     （歯ＣＡＤ）第659号       平成29年 1月 1日
     （手術歯根）第51号        平成29年 1月 1日
     （補管）第1335号          平成29年 1月 1日
     （矯診）第42号            平成29年 1月 1日
     （顎診）第15号            平成29年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  84225,3020,4 やながわ歯科 〒373-0841 （歯ＣＡＤ）第685号       平成29年 7月 1日
     太歯3020 太田市岩瀬川町４１２－５ （補管）第1342号          平成29年 4月 1日
     0276-46-4618  (0276-46-4621)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月28日   99

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  84325,3021,2 アルス歯科クリニック〒373-0827 （歯ＣＡＤ）第673号       平成29年 4月 1日
     太歯3021 太田市高林南町６１９番５４号 （補管）第1340号          平成29年 4月 1日
     0276-55-0418  (0276-55-0418)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  84425,3022,0 まきいこども歯科 〒373-0842 （歯ＣＡＤ）第702号       平成29年10月 1日
     太歯3022 太田市細谷町８７－２７ （補管）第1354号          平成29年 8月 1日
     0276-61-3318  (0276-61-3312)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  84525,3023,8 尾島デンタルクリニッ〒373-0844 （外来環）第301号         平成29年10月 2日
     太歯3023 ク 太田市下田島町１０４９番 （か強診）第84号          平成29年10月 2日
     0276-61-3718  (0276-61-3719) （歯援診）第117号         平成29年10月 2日
     （歯ＣＡＤ）第709号       平成29年10月 2日
     （補管）第1361号          平成29年10月 2日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  84626,0002,3 石川歯科クリニック 〒374-0029 （歯ＣＡＤ）第91号        平成26年 4月 1日
     館歯2 館林市仲町７－３８ （補管）第424号           平成 8年 4月 1日
     0276-72-3901  (0276-72-3901)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  84726,0011,4 ひだまり歯科医院 〒374-0016 （外来環）第143号         平成24年 7月 1日
     館歯11 館林市松原１－６－１６ （歯訪診）第373号         平成29年 1月 1日
     0276-72-0489  (0276-72-0495) （歯リハ２）第37号        平成26年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第110号       平成26年 4月 1日
     （ＧＴＲ）第49号          平成21年 5月14日
     （補管）第1111号          平成21年 5月14日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  84826,0021,3 岩崎歯科医院 〒374-0024 （補管）第416号           平成19年 5月30日
     館歯21 館林市本町４丁目９の４１
     0276-74-7511  (0276-74-7512)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  84926,0023,9 早川歯科医院 〒374-0023 （補管）第438号           平成 8年 4月 1日
     館歯23 館林市大手町４－３ （１７５）第313号         平成14年 4月 1日
     0276-74-1205  (0276-74-1259)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  85026,0024,7 長塩歯科医院 〒374-0037 （歯訪診）第438号         平成29年 3月 1日
     館歯24 館林市小桑原町８４１－８ （歯ＣＡＤ）第69号        平成26年 4月 1日
     0276-72-3900  (0276-71-0373) （補管）第435号           平成20年 9月30日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  85126,0025,4 浜田歯科医院 〒374-0024 （歯訪診）第407号         平成29年 2月 1日
     館歯25 館林市本町３－５－１５ （歯ＣＡＤ）第690号       平成29年 8月 1日
     0276-72-0716  (0276-72-0716) （補管）第437号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  85226,0030,4 岩崎歯科クリニック 〒374-0016 （歯訪診）第251号         平成28年10月 1日
     館歯30 館林市松原１－２０－１０ （歯リハ２）第22号        平成26年 4月 1日
     0276-74-1577  (0276-74-1577) （歯ＣＡＤ）第81号        平成26年 4月 1日
     （補管）第426号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月28日  100

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  85326,0032,0 大出歯科医院 〒374-0025 （補管）第442号           平成 8年 4月 1日
     館歯32 館林市緑町１－３０－１田中ビル
     ２Ｆ
     0276-75-0209  (0276-75-0209)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  85426,0034,6 松原・宇治川歯科医院〒374-0016 （歯訪診）第388号         平成29年 1月 1日
     館歯34 館林市松原３－１３－７ （歯ＣＡＤ）第679号       平成29年 6月 1日
     0276-75-0022  (0276-74-3572) （補管）第444号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  85526,0037,9 津久井歯科医院 〒374-0019 （補管）第421号           平成 8年 4月 1日
     館歯37 館林市尾曳町７－３９
     0276-72-3319  (0276-72-3319)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  85626,0038,7 岡田歯科医院 〒374-0066 （歯訪診）第474号         平成29年 3月 1日
     館歯38 館林市大街道１－１２－１２ （歯リハ２）第25号        平成26年 4月 1日
     0276-75-1081  (0276-75-1081) （歯ＣＡＤ）第62号        平成26年 4月 1日
     （補管）第434号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  85726,0040,3 三林岡田歯科医院 〒374-0044 （歯訪診）第576号         平成29年 4月 1日
     館歯40 館林市下三林町２７９ （歯ＣＡＤ）第68号        平成26年 4月 1日
     0276-74-8148  (0276-74-8148) （補管）第432号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  85826,0041,1 斉藤歯科医院 〒374-0005 （歯訪診）第239号         平成28年 9月 1日
     館歯41 館林市花山町３３７１ （歯ＣＡＤ）第370号       平成26年10月 1日
     0276-75-4182  （補管）第439号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  85926,0042,9 村田歯科医院 〒374-0063 （歯訪診）第416号         平成29年 2月 1日
     館歯42 館林市朝日町２１－２７ （歯ＣＡＤ）第67号        平成26年 4月 1日
     0276-72-7633  (0276-72-7622) （補管）第441号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  86026,0043,7 川島歯科医院 〒374-0075 （歯ＣＡＤ）第553号       平成28年 3月 1日
     館歯43 館林市西高根町８－１４ （補管）第418号           平成 8年 4月 1日
     0276-75-5388  (0276-75-5388)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  86126,0045,2 森田歯科医院 〒374-0025 （外来環）第275号         平成29年 5月 1日
     館歯45 館林市緑町１－６－１９ （歯ＣＡＤ）第499号       平成27年 6月 1日
     0276-75-6540  (0276-75-5689) （補管）第422号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  86226,0046,0 おおいし歯科医院 〒374-0024 （歯訪診）第389号         平成29年 1月 1日
     館歯46 館林市本町２－７－２３ （歯ＣＡＤ）第65号        平成26年 4月 1日
     0276-72-8998  (0276-72-8950) （補管）第427号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  86326,0047,8 いしいひでき歯科クリ〒374-0031 （歯訪診）第578号         平成29年 4月 1日
     館歯47 ニック 館林市東美園町２１－１ （歯ＣＡＤ）第73号        平成26年 4月 1日
     0276-72-6666  (0276-74-2929) （補管）第429号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月28日  101

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  86426,0048,6 大沼歯科クリニック 〒374-0052 （歯訪診）第96号          平成28年 6月 1日
     館歯48 館林市栄町２２－２１ （歯ＣＡＤ）第345号       平成26年 9月 1日
     0276-75-5089  (0276-75-5089) （補管）第721号           平成 8年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  86526,0049,4 松本歯科医院 〒374-0004 （外来環）第314号         平成30年 2月 1日
     館歯49 館林市楠町１９７８－３ （歯ＣＡＤ）第591号       平成28年 4月 1日
     0276-75-4184  (0276-75-4184) （補管）第735号           平成14年 8月10日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  86626,0050,2 なかせ歯科医院 〒374-0041 （歯訪診）第235号         平成28年 9月 1日
     館歯50 館林市富士原町８７４－１ （歯ＣＡＤ）第383号       平成26年10月 1日
     0276-72-1122  (0276-72-1122) （補管）第746号           平成 9年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  86726,0051,0 ますみこども歯科医院〒374-0007 （補管）第824号           平成12年 4月 1日
     館歯51 館林市若宮町字八反田２４４０－
     ３
     0276-75-5671  (0276-75-5671)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  86826,0052,8 まつもと歯科医院 〒374-0035 （歯訪診）第626号         平成29年10月 1日
     館歯52 館林市青柳町１０５５－１ （歯ＣＡＤ）第516号       平成27年 9月 1日
     0276-70-7370  (0276-70-7370) （補管）第781号           平成10年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  86926,0053,6 根本歯科・矯正歯科医〒374-0074 （外来環）第264号         平成29年 3月 1日
     館歯53 院 館林市高根町字山神裏１７５０ （歯訪診）第236号         平成28年 9月 1日
     0276-80-3030  (0276-80-3031) （う蝕無痛）第13号        平成20年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第61号        平成26年 4月 1日
     （歯技工）第63号          平成22年 4月 1日
     （ＧＴＲ）第26号          平成20年 4月 1日
     （補管）第785号           平成10年 8月 1日
     （酸単）第11529号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  87026,0054,4 とみた歯科 〒374-0028 （歯訪診）第517号         平成29年 4月 1日
     館歯54 館林市千代田町３－５４ （歯ＣＡＤ）第43号        平成26年 4月 1日
     0276-72-1380  (0276-72-1531) （補管）第791号           平成10年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  87126,0055,1 あいば歯科 〒374-0076 （歯訪診）第246号         平成28年 9月 1日
     館歯55 館林市日向町１０４９－２ （歯ＣＡＤ）第269号       平成26年 7月 1日
     0276-71-1188  (0276-71-1188) （補管）第795号           平成10年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  87226,0056,9 まちだ歯科医院 〒374-0069 （歯ＣＡＤ）第70号        平成26年 4月 1日
     館歯56 館林市坂下町３０６７－６ （補管）第796号           平成10年12月 1日
     0276-71-0648  (0276-71-1648)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  87326,0057,7 長谷川歯科医院 〒374-0016 （歯ＣＡＤ）第124号       平成26年 4月 1日
     館歯57 館林市松原３－２０－７ （補管）第797号           平成10年12月 1日
     0276-70-7580  (0276-70-7581)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月28日  102

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  87426,0058,5 本町石井歯科医院 〒374-0024 （補管）第423号           平成13年 7月 1日
     館歯58 館林市本町２－８－１２
     0276-73-4264  (0276-72-0336)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  87526,0059,3 館林中央歯科医院 〒374-0036 （補管）第881号           平成13年11月 1日
     館歯59 館林市諏訪町１３７３－１
     0276-76-8333  (0276-76-8334)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  87626,0063,5 はら歯科医院 〒374-0076 （外来環）第70号          平成20年 8月 1日
     館歯63 館林市日向町１７１１－８ （う蝕無痛）第14号        平成20年 4月 1日
     0276-73-7773  (0276-73-7474) （歯ＣＡＤ）第592号       平成28年 4月 1日
     （補管）第994号           平成16年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  87726,0064,3 ほりこし歯科クリニッ〒374-0057 （歯訪診）第575号         平成29年 4月 1日
     館歯64 ク 館林市北成島町３１７６－１ （歯ＣＡＤ）第60号        平成26年 4月 1日
     0276-56-4550  (0276-73-4532) （補管）第1063号          平成19年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  87826,0065,0 兼原歯科医院 〒374-0024 （歯訪診）第439号         平成29年 3月 1日
     館歯65 館林市本町一丁目１－１９ （歯ＣＡＤ）第326号       平成26年 8月 1日
     0276-72-1700  (0276-75-2978) （補管）第1146号          平成22年 6月27日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  87926,1002,2 青柳歯科診療所 〒374-0037 （歯訪診）第396号         平成29年 2月 1日
     館歯1002 館林市小桑原町１０１９－３０ （歯ＣＡＤ）第593号       平成28年 4月 1日
     0276-75-1184  (0276-80-1185) （補管）第414号           平成 8年 4月 1日
     （１７５）第223号         平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  88026,1003,0 医療法人　社団　健歯〒374-0057 （歯訪診）第233号         平成28年 9月 1日
     館歯1003 会　石井歯科医院 館林市北成島町２５４４－１１０ （歯リハ２）第29号        平成26年 4月 1日
     0276-72-0111  (0276-72-0386) （歯ＣＡＤ）第75号        平成26年 4月 1日
     （補管）第420号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  88126,1004,8 医療法人　上野会　上〒374-0013 （歯援診）第16号          平成29年 3月 1日
     館歯1004 野医院歯科診療所 館林市赤生田町２１３５ （歯地連）第1号           平成20年 4月 1日
     0276-75-2220  (0276-75-2230) （歯訪診）第434号         平成29年 3月 1日
     （在推進）第4号           平成26年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第77号        平成26年 4月 1日
     （補管）第701号           平成 9年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  88226,1005,5 コスモス歯科 〒374-0023 （歯援診）第36号          平成28年 7月 1日
     館歯1005 館林市大手町５－２６ （歯ＣＡＤ）第238号       平成26年 6月 1日
     0276-72-6480  (0276-72-6480) （補管）第415号           平成10年 8月27日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  88326,1006,3 坂村歯科医院 〒374-0023 （歯訪診）第465号         平成29年 3月 1日
     館歯1006 館林市大手町３－５ （補管）第425号           平成 8年 4月 1日
     0276-72-0750  (0276-72-0750)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月28日  103

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  88426,1008,9 館林邑楽歯科保健医療〒374-0043 （歯特連）第8号           平成22年 6月 1日
     館歯1008 センター 館林市苗木町字南近藤２６２２－ （歯ＣＡＤ）第476号       平成27年 4月 1日
     １ （補管）第937号           平成14年 7月 1日
     0276-73-8818  (0276-72-8882) （１７５）第540号         平成14年 4月 4日
     （酸単）第11530号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  88526,1009,7 医療法人　社団　マリ〒374-0036 （歯ＣＡＤ）第80号        平成26年 4月 1日
     館歯1009 ン会　館野歯科医院 館林市諏訪町１３８６ （補管）第436号           平成10年 4月 1日
     0276-75-5588  (0276-75-5588)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  88626,1010,5 アピタハート歯科クリ〒374-0004 （歯ＣＡＤ）第188号       平成26年 5月 1日
     館歯1010 ニック 館林市楠町３６４８－１ （補管）第962号           平成16年 5月 1日
     0276-91-1108  (0276-91-1109)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  88726,1011,3 みやけ歯科医院 〒374-0023 （外来環）第121号         平成23年12月 1日
     館歯1011 館林市大手町９番４１号 （歯訪診）第234号         平成28年 9月 1日
     0276-73-4923  (0276-73-4923) （歯リハ２）第28号        平成26年 4月 1日
     （手顕微加）第17号        平成28年 4月 1日
     （う蝕無痛）第34号        平成23年12月 1日
     （歯ＣＡＤ）第78号        平成26年 4月 1日
     （根切顕微）第13号        平成28年 4月 1日
     （補管）第1181号          平成23年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  88826,3000,4 横田歯科クリニック 〒374-0008 （外来環）第278号         平成29年 6月 1日
     館歯3000 館林市細内町８４３－１ （医管）第272号           平成29年 7月 1日
     0276-72-2723  (0276-72-2723) （か強診）第87号          平成29年11月 1日
     （在歯管）第60号          平成29年 7月 1日
     （歯訪診）第390号         平成29年 1月 1日
     （歯リハ２）第124号       平成29年 7月 1日
     （歯ＣＡＤ）第548号       平成28年 1月 1日
     （補管）第1303号          平成28年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  88926,3002,0 館林デンタルクリニッ〒374-0031 （歯援診）第95号          平成29年 2月 1日
     館歯3002 ク 館林市東美園町１７－２２　ミュ （歯訪診）第408号         平成29年 2月 1日
     ーアイ帯津ビル１０１号 （補管）第1333号          平成28年12月 1日
     0276-80-2771  (0276-80-2772)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  89026,3003,8 アゼリア歯科 〒374-0021 （歯訪診）第630号         平成29年12月 1日
     館歯3003 館林市瀬戸谷町２２１５－４ （歯ＣＡＤ）第717号       平成29年12月 1日
     0276-76-8686  （補管）第1362号          平成29年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  89127,0003,9 河口歯科医院 〒370-0411 （補管）第634号           平成 8年 4月 1日
     新歯3 太田市亀岡町５６ （１７５）第345号         平成14年 4月 1日
     0276-52-0213  (0276-52-1641)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月28日  104

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  89227,0005,4 飯塚歯科医院 〒370-0401 （医管）第73号            平成16年 4月 1日
     新歯5 太田市尾島町１６１－９ （歯訪診）第387号         平成29年 1月 1日
     0276-52-0132  (0276-52-0132) （歯ＣＡＤ）第480号       平成27年 4月 1日
     （補管）第710号           平成 8年 6月 1日
     （１７５）第305号         平成14年 4月 1日
     （酸単）第11999号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  89327,0006,2 岸歯科医院 〒370-0411 （歯訪診）第56号          平成28年 4月 1日
     新歯6 太田市亀岡町３０－４ （歯ＣＡＤ）第104号       平成26年 4月 1日
     0276-52-0308  (0276-52-0308) （補管）第633号           平成13年 6月 3日
     （１７５）第335号         平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  89427,0008,8 後藤歯科医院 〒379-2304 （歯訪診）第92号          平成28年 6月 1日
     新歯8 太田市大原町１１９５－４ （補管）第630号           平成 8年 4月 1日
     0277-78-7372  (0277-78-7372)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  89527,0014,6 住吉歯科医院 〒370-0344 （歯訪診）第291号         平成28年10月 1日
     新歯14 太田市新田早川町３４４－２ （補管）第627号           平成 8年 4月 1日
     0276-56-8011  (0276-56-6522)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  89627,0015,3 引田歯科医院 〒379-2313 （歯訪診）第269号         平成28年10月 1日
     新歯15 みどり市笠懸町鹿３３１－２ （補管）第623号           平成 8年 4月 1日
     0277-76-5116  (0277-76-5116)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  89727,0016,1 加藤歯科医院 〒370-0313 （医管）第77号            平成16年 4月 1日
     新歯16 太田市新田反町町９４２－３ （歯訪診）第284号         平成28年10月 1日
     0276-57-0597  (0276-57-1007) （歯ＣＡＤ）第695号       平成29年 9月 1日
     （補管）第912号           平成14年 4月 1日
     （酸単）第11537号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  89827,0017,9 天田歯科医院 〒379-2311 （医管）第185号           平成27年 5月 1日
     新歯17 みどり市笠懸町阿左美１９２９－ （歯訪診）第274号         平成28年10月 1日
     ３ （う蝕無痛）第15号        平成20年 4月 1日
     0277-76-7370  (0277-76-7370) （歯ＣＡＤ）第597号       平成28年 5月 1日
     （手術歯根）第9号         平成22年 4月 1日
     （歯技工）第64号          平成22年 4月 1日
     （補管）第638号           平成 8年 4月 1日
     （酸単）第11928号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  89927,0022,9 岩﨑歯科医院 〒379-2304 （歯訪診）第278号         平成28年10月 1日
     新歯22 太田市大原町１３４ （補管）第636号           平成 8年 4月 1日
     0277-78-6756  (0277-77-6756)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  90027,0023,7 籾山歯科医院 〒379-2313 （補管）第621号           平成 8年 4月 1日
     新歯23 みどり市笠懸町鹿５９－２
     0277-76-8266  (0277-40-5115)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月28日  105

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  90127,0024,5 椎名歯科クリニック 〒379-2304 （補管）第628号           平成 8年 4月 1日
     新歯24 太田市大原町５０９－２
     0277-78-6118  (0277-78-6458)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  90227,0025,2 栗原歯科医院 〒370-0401 （歯ＣＡＤ）第613号       平成28年 6月 1日
     新歯25 太田市尾島町１５０－１ （補管）第629号           平成 8年 4月 1日
     0276-52-0025  (0276-52-1201) （１７５）第302号         平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  90327,0028,6 小林歯科 〒370-0321 （歯訪診）第249号         平成28年10月 1日
     新歯28 太田市新田木崎町１６４３－３ （歯ＣＡＤ）第401号       平成26年11月 1日
     0276-56-8241  (0276-56-8241) （補管）第631号           平成 8年 4月 1日
     （１７５）第301号         平成14年 4月 1日
     （酸単）第11531号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  90427,0029,4 伏島歯科医院 〒379-2301 （歯ＣＡＤ）第42号        平成26年 4月 1日
     新歯29 太田市薮塚町１６１０－２ （補管）第620号           平成 8年 4月 1日
     0277-78-2938  (0277-78-8531)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  90527,0030,2 井上歯科医院 〒370-0347 （歯訪診）第473号         平成29年 3月 1日
     新歯30 太田市新田大根町３８－１ （補管）第637号           平成 8年 4月 1日
     0276-57-3547  (0276-57-3582)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  90627,0031,0 野村歯科クリニック 〒370-0312 （歯訪診）第225号         平成28年 9月 1日
     新歯31 太田市新田村田町５１４－２ （歯ＣＡＤ）第335号       平成26年 8月 1日
     0276-57-4182  (0276-57-4511) （補管）第624号           平成 8年 4月 1日
     （１７５）第299号         平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  90727,0034,4 大島デンタルクリニッ〒379-2313 （歯援診）第37号          平成29年 4月 1日
     新歯34 ク みどり市笠懸町鹿４６３２－１２ （歯ＣＡＤ）第367号       平成26年10月 1日
     0277-76-1876  (0277-76-9927) （補管）第615号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  90827,0035,1 いのおか歯科医院 〒370-0314 （歯ＣＡＤ）第215号       平成26年 5月 1日
     新歯35 太田市新田市野井町６９９－１ （補管）第635号           平成 8年 4月 1日
     0276-57-4655  (0276-57-4655)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  90927,0037,7 天田小児歯科医院 〒379-2311 （う蝕無痛）第16号        平成20年 4月 1日
     新歯37 みどり市笠懸町阿左美１９３４－ （補管）第699号           平成 8年 6月 1日
     ５
     0277-76-7399  (0277-76-7399)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  91027,0038,5 もろ歯科医院 〒370-0346 （歯訪診）第255号         平成28年10月 1日
     新歯38 太田市新田上田中町６４３－１ （補管）第619号           平成 8年 4月 1日
     0276-56-8118  (0276-56-8118) （酸単）第11532号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  91127,0039,3 栄田歯科医院 〒370-0426 （歯訪診）第287号         平成28年10月 1日
     新歯39 太田市世良田町３１４９－２２ （補管）第632号           平成 8年 4月 1日
     0276-52-0961  (0276-52-5877)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月28日  106

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  91227,0041,9 やまぎし歯科医院 〒370-0426 （外来環）第233号         平成28年 7月 1日
     新歯41 太田市世良田町３１０１－７ （医管）第228号           平成28年 7月 1日
     0276-40-7070  (0276-40-7071) （か強診）第78号          平成29年 9月 1日
     （歯援診）第112号         平成29年 9月 1日
     （歯訪診）第257号         平成28年10月 1日
     （歯ＣＡＤ）第284号       平成26年 7月 1日
     （補管）第617号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  91327,0042,7 小沼歯科クリニック 〒370-0414 （医管）第236号           平成28年 8月 1日
     新歯42 太田市堀口町３４７－２ （歯訪診）第57号          平成28年 4月 1日
     0276-52-2459  (0276-52-2459) （歯リハ２）第33号        平成26年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第203号       平成26年 5月 1日
     （ＧＴＲ）第44号          平成20年 8月 1日
     （補管）第669号           平成 8年 5月 8日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  91427,0043,5 小森谷歯科医院 〒379-2311 （外来環）第98号          平成21年12月 1日
     新歯43 みどり市笠懸町阿左美８８０－５ （医管）第75号            平成16年 4月 1日
     0277-77-1180  (0277-77-1180) （か強診）第17号          平成28年 4月 1日
     （歯援診）第92号          平成28年12月 1日
     （歯訪診）第58号          平成28年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第130号       平成26年 4月 1日
     （補管）第744号           平成 8年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  91527,0044,3 いいだ歯科医院 〒370-0321 （歯訪診）第218号         平成28年 8月 1日
     新歯44 太田市新田木崎町８３ （歯ＣＡＤ）第626号       平成28年 8月 1日
     0276-56-7711  (0276-56-7711) （補管）第754号           平成 9年 4月 1日
     （酸単）第11533号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  91627,0045,0 古室歯科クリニック 〒379-2311 （外来環）第80号          平成20年10月 1日
     新歯45 みどり市笠懸町阿左美１５２８ （医管）第132号           平成18年 4月 1日
     0277-30-5757  (0277-30-5758) （歯訪診）第59号          平成28年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第5号         平成26年 4月 1日
     （補管）第851号           平成12年 8月 1日
     （酸単）第11534号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  91727,0047,6 はしづめ歯科医院 〒379-2311 （外来環）第26号          平成20年 4月 1日
     新歯47 みどり市笠懸町阿左美１３１６－ （医管）第206号           平成28年 5月 1日
     ４ （歯訪診）第60号          平成28年 4月 1日
     0277-30-8469  (0277-30-8470) （歯ＣＡＤ）第649号       平成28年12月 1日
     （補管）第869号           平成13年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  91827,0049,2 いいづか歯科医院 〒379-2304 （外来環）第174号         平成26年 5月 1日
     新歯49 太田市大原町４０５－３１ （歯訪診）第276号         平成28年10月 1日
     0277-20-4182  (0277-20-4182) （歯ＣＡＤ）第612号       平成28年 6月 1日
     （補管）第967号           平成15年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月28日  107

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  91927,0050,0 幸生歯科医院 〒370-0314 （歯訪診）第258号         平成28年10月 1日
     新歯50 太田市新田市野井町６２４－１ （歯ＣＡＤ）第601号       平成28年 5月 1日
     0276-57-0062  (0276-57-0062) （補管）第971号           平成15年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  92027,0051,8 松本歯科医院 〒379-2312 （歯訪診）第254号         平成28年10月 1日
     新歯51 みどり市笠懸町久宮１６５－２ （補管）第983号           平成16年 5月 1日
     0277-30-8211  (0277-30-8211)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  92127,0052,6 めぐみ歯科クリニック〒370-0421 （歯訪診）第260号         平成28年10月 1日
     新歯52 太田市粕川町４３８－１ （歯ＣＡＤ）第35号        平成26年 4月 1日
     0276-60-7730  (0276-60-7731) （補管）第984号           平成16年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  92227,0053,4 恩田歯科医院 〒379-2301 （歯訪診）第283号         平成28年10月 1日
     新歯53 太田市藪塚町１３５４－１２ （歯ＣＡＤ）第475号       平成27年 4月 1日
     0277-78-9399  (0277-78-9399) （補管）第996号           平成19年 6月27日
     （１７５）第571号         平成19年 6月27日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  92327,1004,6 医療法人社団山鹿歯科〒370-0321 （外来環）第65号          平成20年 7月 1日
     新歯1004 医院 太田市新田木崎町１１８８ （医管）第219号           平成28年 6月 1日
     0276-56-6480  (0276-56-2024) （歯訪診）第106号         平成28年 6月 1日
     （歯ＣＡＤ）第103号       平成26年 4月 1日
     （歯技工）第65号          平成22年 4月 1日
     （補管）第618号           平成 8年 4月 1日
     （酸単）第11536号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  92427,1005,3 中央歯科クリニック 〒370-0342 （外来環）第55号          平成20年 6月 1日
     新歯1005 太田市新田上江田町７３５－１ （医管）第76号            平成16年 4月 1日
     0276-56-0418  (0276-56-0419) （歯訪診）第307号         平成28年10月 1日
     （う蝕無痛）第81号        平成29年 7月 1日
     （歯ＣＡＤ）第200号       平成26年 5月 1日
     （手術歯根）第55号        平成29年 7月 1日
     （補管）第622号           平成 8年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  92528,0005,2 ささい歯科医院 〒376-0101 （歯訪診）第514号         平成29年 4月 1日
     山歯5 みどり市大間々町大間々８８９ （補管）第779号           平成15年 6月 1日
     0277-30-7217  (0277-30-7218)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  92628,0008,6 香村　Ｄｅｎｔａｌ　〒376-0101 （歯訪診）第413号         平成29年 2月 1日
     山歯8 Ｃｌｉｎｉｃ みどり市大間々町大間々４０さく （歯ＣＡＤ）第357号       平成26年10月 1日
     らもーる　１Ｆ （補管）第811号           平成11年 8月 1日
     0277-70-1282  (0277-70-1282)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  92728,0009,4 わかつき歯科 〒376-0101 （歯訪診）第381号         平成29年 1月 1日
     山歯9 みどり市大間々町大間々４４２－ （歯ＣＡＤ）第524号       平成27年10月 1日
     ４１ （補管）第941号           平成14年10月 1日
     0277-72-1183  (0277-72-1105)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月28日  108

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  92828,0010,2 ほしの歯科医院 〒376-0101 （歯ＣＡＤ）第638号       平成28年 8月 1日
     山歯10 みどり市大間々町大間々２４０７ （補管）第949号           平成15年 3月 1日
     －４
     0277-73-6474  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  92928,1002,8 須永歯科医院 〒376-0101 （歯訪診）第533号         平成29年 4月 1日
     山歯1002 みどり市大間々町大間々１０６０ （補管）第681号           平成 8年 5月 1日
     0277-73-3232  (0277-72-4649)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  93030,0001,7 斉藤歯科医院 〒370-0518 （外来環）第27号          平成20年 4月 1日
     邑歯1 邑楽郡大泉町城之内１－９－１ （歯訪診）第219号         平成28年 8月 1日
     0276-62-3149  (0276-62-3248) （歯ＣＡＤ）第76号        平成26年 4月 1日
     （補管）第664号           平成20年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  93130,0004,1 福田歯科医院 〒370-0503 （歯訪診）第573号         平成29年 4月 1日
     邑歯4 邑楽郡千代田町赤岩１０４３ （歯ＣＡＤ）第620号       平成28年 7月 1日
     0276-86-2183  (0276-86-2515) （補管）第658号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  93230,0007,4 北村歯科医院 〒374-0132 （歯ＣＡＤ）第337号       平成26年 9月 1日
     邑歯7 邑楽郡板倉町板倉７５４－１ （補管）第641号           平成20年 4月 1日
     0276-82-0158  (0276-55-1831) （１７５）第224号         平成20年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  93330,0013,2 平沢歯科医院 〒370-0522 （補管）第665号           平成 8年 4月 1日
     邑歯13 邑楽郡大泉町富士３－１２－１３ （１７５）第225号         平成14年 4月 1日
     0276-62-2290  (0276-63-6166)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  93430,0014,0 小西歯科医院 〒370-0523 （歯訪診）第436号         平成29年 3月 1日
     邑歯14 邑楽郡大泉町吉田２０６３ （補管）第662号           平成 8年 4月 1日
     0276-62-5952  (0276-62-4446)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  93530,0022,3 もりもと歯科 〒370-0604 （歯訪診）第478号         平成29年 3月 1日
     邑歯22 邑楽郡邑楽町石打２２３ （歯ＣＡＤ）第85号        平成26年 4月 1日
     0276-88-8800  (0276-88-8892) （補管）第666号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  93630,0023,1 福田歯科医院 〒370-0536 （歯訪診）第577号         平成29年 4月 1日
     邑歯23 邑楽郡大泉町古氷１３１ （補管）第659号           平成 8年 4月 1日
     0276-63-7277  (0276-63-7277) （１７５）第292号         平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  93730,0024,9 小島歯科医院 〒370-0615 （歯訪診）第477号         平成29年 3月 1日
     邑歯24 邑楽郡邑楽町大字篠塚１２８１ （歯ＣＡＤ）第711号       平成29年11月 1日
     0276-88-6141  (0276-88-6141) （補管）第661号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  93830,0025,6 博愛歯科医院 〒370-0713 （歯訪診）第435号         平成29年 3月 1日
     邑歯25 邑楽郡明和町中谷１１６－１ （補管）第653号           平成 8年 4月 1日
     0276-84-3228  (0276-84-4709) （１７５）第227号         平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月28日  109

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  93930,0029,8 久保田歯科 〒370-0514 （医管）第72号            平成16年 4月 1日
     邑歯29 邑楽郡大泉町朝日２－１－２４ （在歯管）第16号          平成22年 4月 1日
     0276-62-5858  (0276-62-5223) （歯訪診）第553号         平成29年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第79号        平成26年 4月 1日
     （補管）第650号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  94030,0033,0 橋本歯科医院 〒374-0133 （歯訪診）第455号         平成29年 3月 1日
     邑歯33 邑楽郡板倉町岩田１３２６ （歯ＣＡＤ）第267号       平成26年 7月 1日
     0276-82-1233  (0276-82-1233) （補管）第647号           平成 8年 4月 1日
     （酸単）第11539号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  94130,0034,8 山川歯科クリニック 〒370-0614 （歯訪診）第518号         平成29年 4月 1日
     邑歯34 邑楽郡邑楽町大字赤堀３８２３－ （歯リハ２）第26号        平成26年 4月 1日
     ２ （補管）第652号           平成 8年 4月 1日
     0276-88-6480  (0276-88-6495) （酸単）第11540号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  94230,0036,3 荒木歯科医院 〒370-0502 （歯訪診）第94号          平成28年 6月 1日
     邑歯36 邑楽郡千代田町鍋谷２５２－３ （補管）第646号           平成 8年 4月 1日
     0276-86-2110  (0276-86-2110)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  94330,0037,1 齋藤歯科クリニック 〒370-0513 （外来環）第56号          平成20年 6月 1日
     邑歯37 邑楽郡大泉町東小泉２－１０－１ （医管）第181号           平成27年 2月 1日
     0276-62-8624  (0276-62-8828) （在歯管）第31号          平成27年 2月 1日
     （歯訪診）第245号         平成28年 9月 1日
     （歯リハ２）第27号        平成26年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第64号        平成26年 4月 1日
     （補管）第651号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  94430,0038,9 おつづみ歯科医院 〒370-0708 （外来環）第221号         平成28年 5月 1日
     邑歯38 邑楽郡明和町新里２２５ （医管）第208号           平成28年 5月 1日
     0276-84-4008  (0276-70-3200) （歯ＣＡＤ）第197号       平成26年 5月 1日
     （補管）第643号           平成 8年 4月 1日
     （１７５）第521号         平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  94530,0040,5 デンタルクリニックこ〒370-0603 （歯訪診）第437号         平成29年 3月 1日
     邑歯40 じま 邑楽郡邑楽町中野３７３７ （歯ＣＡＤ）第517号       平成27年 9月 1日
     0276-88-8448  (0276-88-8448) （補管）第655号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  94630,0041,3 やまもと歯科医院 〒370-0615 （歯訪診）第227号         平成28年 9月 1日
     邑歯41 邑楽郡邑楽町篠塚馬場２５６１－ （歯ＣＡＤ）第193号       平成26年 5月 1日
     １ （補管）第660号           平成 8年 4月 1日
     0276-88-8740  (0276-88-8741)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月28日  110

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  94730,0042,1 きむら歯科医院 〒374-0123 （外来環）第71号          平成20年 8月 1日
     邑歯42 邑楽郡板倉町大字飯野１４８８－ （医管）第191号           平成28年 4月 1日
     ２ （歯訪診）第374号         平成29年 1月 1日
     0276-82-4676  (0276-82-4676) （歯ＣＡＤ）第66号        平成26年 4月 1日
     （補管）第644号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  94830,0047,0 大泉かみふさ歯科診療〒370-0532 （歯訪診）第398号         平成29年 2月 1日
     邑歯47 所 邑楽郡大泉町坂田２６６ （歯リハ２）第87号        平成26年 5月 1日
     0276-62-0246  (0276-62-0262) （歯ＣＡＤ）第518号       平成27年 9月 1日
     （補管）第800号           平成11年 1月 1日
     （酸単）第11541号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  94930,0051,2 なおき歯科医院 〒370-0603 （外来環）第43号          平成20年 5月 1日
     邑歯51 邑楽郡邑楽町大字中野４４８５－ （歯訪診）第633号         平成30年 1月 1日
     １ （歯リハ２）第23号        平成26年 4月 1日
     0276-88-4441  (0276-88-9966) （歯ＣＡＤ）第63号        平成26年 4月 1日
     （補管）第966号           平成15年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  95030,0053,8 野本歯科クリニック 〒370-0722 （歯ＣＡＤ）第72号        平成26年 4月 1日
     邑歯53 邑楽郡千代田町大字萱野字雷１２ （補管）第1001号          平成17年 4月 1日
     ３５－５
     0276-86-5055  (0276-86-5055)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  95130,0055,3 石堂歯科クリニック 〒370-0517 （歯訪診）第476号         平成29年 3月 1日
     邑歯55 邑楽郡大泉町西小泉五丁目９－１ （歯ＣＡＤ）第84号        平成26年 4月 1日
     ７ （補管）第1028号          平成17年12月 1日
     0276-63-8558  (0276-63-8558)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  95230,0056,1 いのうえ歯科クリニッ〒370-0522 （歯訪診）第574号         平成29年 4月 1日
     邑歯56 ク 邑楽郡大泉町富士１丁目１６番７ （歯ＣＡＤ）第594号       平成28年 4月 1日
     号 （補管）第1045号          平成18年11月 1日
     0276-63-4670  (0276-63-4670)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  95330,0058,7 高志歯科医院 〒370-0533 （歯ＣＡＤ）第59号        平成26年 4月 1日
     邑歯58 邑楽郡大泉町仙石４丁目１６９６ （補管）第1067号          平成19年 9月 1日
     －１４８
     0276-20-1103  (0276-20-1104)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  95430,0059,5 タクトウ歯科医院 〒370-0521 （外来環）第307号         平成30年 1月 1日
     邑歯59 邑楽郡大泉町住吉５７－２　ベス （歯訪診）第360号         平成28年12月 1日
     タ大泉内ダイソー棟 （歯ＣＡＤ）第365号       平成26年10月 1日
     0276-55-2700  (0276-55-2777) （補管）第1121号          平成21年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  95530,0062,9 ひとみ歯科クリニック〒370-0522 （歯ＣＡＤ）第694号       平成29年 8月 1日
     邑歯62 邑楽郡大泉町富士２－３－１０ （歯技工）第79号          平成23年 6月 1日
     0276-62-3434  (0276-50-1845) （補管）第1171号          平成23年 6月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月28日  111

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  95630,0063,7 かわまた駅ビル歯科医〒370-0713 （歯訪診）第586号         平成29年 4月 1日
     邑歯63 院 邑楽郡明和町中谷１２４　ミコー （補管）第1192号          平成24年 6月 1日
     ズビル２Ｆ
     0276-91-3050  (0276-91-3050)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  95730,0064,5 仁木歯科クリニック 〒370-0511 （歯訪診）第516号         平成29年 4月 1日
     邑歯64 邑楽郡大泉町北小泉３－４－５ （歯リハ２）第69号        平成26年 4月 1日
     0276-55-0714  (0276-55-0724) （歯ＣＡＤ）第126号       平成26年 4月 1日
     （補管）第1225号          平成25年 7月 1日
     （酸単）第11544号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  95830,1002,4 医療法人　社団　邑歯〒370-0612 （補管）第656号           平成 8年 4月 1日
     邑歯1002 会　大川歯科クリニッ邑楽郡邑楽町新中野９－１
     ク 0276-88-6066  (0276-88-6067)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  95930,1004,0 医療法人　邑楽浅沼歯〒370-0613 （歯訪診）第93号          平成28年 6月 1日
     邑歯1004 科医院 邑楽郡邑楽町大字狸塚４２８ （歯技工）第66号          平成22年 4月 1日
     0276-88-5428  (0276-88-5170) （補管）第667号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  96030,1005,7 医療法人　森田歯科医〒370-0521 （補管）第654号           平成 8年 4月 1日
     邑歯1005 院 邑楽郡大泉町住吉５４－１３
     0276-62-6082  (0276-62-6603)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  96130,1007,3 黒瀬歯科医院 〒370-0603 （外来環）第114号         平成23年 1月 1日
     邑歯1007 邑楽郡邑楽町中野１０５９番地３ （か強診）第42号          平成28年 9月 1日
     0276-88-5552  (0276-88-7968) （歯援診）第109号         平成29年 6月 1日
     （在推進）第14号          平成29年 2月 1日
     （歯ＣＡＤ）第135号       平成26年 4月 1日
     （補管）第1157号          平成23年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  96230,1008,1 医療法人社団貴庸会村〒374-0112 （外来環）第255号         平成29年 1月 1日
     邑歯1008 井デンタルクリニック邑楽郡板倉町朝日野三丁目９番地 （か強診）第51号          平成29年 1月 1日
     ４ （歯訪診）第382号         平成29年 1月 1日
     0276-80-4188  (0276-82-6480) （補管）第1172号          平成23年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  96330,1010,7 医療法人社団群馬クリ〒370-0531 （歯ＣＡＤ）第598号       平成28年 5月 1日
     邑歯1010 ア会　太田大泉クリア邑楽郡大泉町いずみ２丁目３０８ （補管）第1194号          平成24年 6月 7日
     歯科 ６番６
     0276-20-1180  (0276-20-1181)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  96430,1011,5 増田歯科医院 〒374-0111 （外来環）第152号         平成25年 1月 1日
     邑歯1011 邑楽郡板倉町大字海老瀬４０７３ （歯訪診）第65号          平成28年 5月 1日
     番地の１ （歯リハ２）第24号        平成26年 4月 1日
     0276-82-4618  (0276-82-0668) （う蝕無痛）第44号        平成26年 4月 1日
     （手術歯根）第21号        平成26年 4月 1日
     （補管）第1214号          平成25年 1月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月28日  112

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  96530,3000,6 るか歯科医院 〒370-0603 （外来環）第311号         平成30年 2月 1日
     邑歯3000 邑楽郡邑楽町中野２９０１－５ （う蝕無痛）第75号        平成28年 8月 1日
     0276-89-8588  (0276-89-0588) （歯ＣＡＤ）第398号       平成26年11月 1日
     （手術歯根）第50号        平成28年 8月 1日
     （補管）第1254号          平成26年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  96630,3001,4 武安歯科医院 〒370-0516 （歯訪診）第504号         平成29年 4月 1日
     邑歯3001 邑楽郡大泉町中央二丁目３４番地 （歯ＣＡＤ）第665号       平成28年12月30日
     １１号 （補管）第1336号          平成28年12月30日
     0276-62-2264  (0276-62-8950)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  96730,3002,2 石山歯科医院 〒374-0133 （歯訪診）第540号         平成29年 2月 1日
     邑歯3002 邑楽郡板倉町大字岩田２３６７－ （歯ＣＡＤ）第666号       平成29年 2月 1日
     ８ （補管）第1338号          平成29年 2月 1日
     0276-82-2222  (0276-57-8910)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  96830,3003,0 ちよだの森歯科診療所〒370-0503 （外来環）第298号         平成29年 9月 1日
     邑歯3003 邑楽郡千代田町赤岩１７２９－１ （か強診）第82号          平成29年 9月 1日
     0276-86-8838  (0276-86-8839) （歯援診）第116号         平成29年 9月 1日
     （歯訪診）第627号         平成29年 9月 1日
     （歯リハ２）第126号       平成29年 9月 1日
     （手顕微加）第33号        平成29年 9月 1日
     （う蝕無痛）第85号        平成29年 9月 1日
     （歯ＣＡＤ）第706号       平成29年 9月 1日
     （手術歯根）第59号        平成29年 9月 1日
     （根切顕微）第29号        平成29年 9月 1日
     （補管）第1359号          平成29年 9月 1日
     （酸単）第12035号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  96931,0001,5 グリーン歯科・矯正歯〒379-2311 （歯ＣＡＤ）第26号        平成26年 4月 1日
     緑歯1 科クリニック みどり市笠懸町阿左美１６９８－ （補管）第1098号          平成21年 3月 1日
     ６
     0277-46-6070  (0277-30-5092)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  97031,0002,3 すが歯科医院 〒376-0101 （歯ＣＡＤ）第408号       平成26年11月 1日
     緑歯2 みどり市大間々町大間々１３８１ （補管）第1166号          平成23年 5月 1日
     0277-72-1491  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  97131,3001,2 笠間歯科医院 〒376-0101 （歯訪診）第522号         平成29年 4月 1日
     緑歯3001 みどり市大間々町大間々９７４ （歯ＣＡＤ）第697号       平成29年 9月 1日
     0277-72-1242  (0277-73-0987) （歯技工）第97号          平成29年 9月 1日
     （補管）第1294号          平成27年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  97231,3002,0 あずま歯科クリニック〒376-0307 （歯訪診）第530号         平成29年 4月 1日
     緑歯3002 みどり市東町花輪２３０番地２ （歯ＣＡＤ）第628号       平成28年 9月 1日
     0277-97-2575  (0277-97-2575) （補管）第1321号          平成28年 9月 1日
     （酸単）第11546号         平成29年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月28日  113

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  97331,3003,8 かとう歯科 〒376-0101 （外来環）第282号         平成29年 6月 1日
     緑歯3003 みどり市大間々町大間々５６６番 （医管）第275号           平成29年 6月 1日
     地１ （歯訪診）第616号         平成29年 6月 1日
     0277-46-6480  (0277-46-6481) （う蝕無痛）第82号        平成29年 6月 1日
     （歯ＣＡＤ）第688号       平成29年 6月 1日
     （手術歯根）第56号        平成29年 6月 1日
     （補管）第1351号          平成29年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  97431,3004,6 しもやま歯科医院 〒379-2313 （外来環）第306号         平成29年12月 1日
     緑歯3004 みどり市笠懸町鹿４２３７－２ （歯援診）第115号         平成29年10月 1日
     0277-76-1182  （補管）第1357号          平成29年 8月23日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


