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    101-30421 田中歯科医院 〒910-0019 0776-22-8466田中　哲也 田中　哲也 昭51.10. 1歯   診療所
     福井市春山１－９－１６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201-30488 村崎歯科医院 〒910-3143 0776-83-0033村崎　洋摩 村崎　洋摩 昭44. 6. 5歯   診療所
     福井市砂子坂町７－７５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 6. 5
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    301-30520 武川歯科医院 〒918-8055 0776-36-6332武川　俊一 武川　俊一 昭47. 8. 1歯   診療所
     福井市若杉町２５－１９－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    401-30538 杉田歯科医院 〒918-8027 0776-35-0456杉田　宣博 杉田　宣博 昭62.10.16歯   診療所
     福井市福１－１２１８ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平29.10.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    501-30561 小林歯科医院 〒910-0857 0776-23-6233小林　隆一 小林　隆一 昭61. 6. 1歯   診療所
     福井市豊島２－７－９ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    601-30611 パール歯科 〒910-0854 0776-24-8023松田　和彦 松田　和彦 昭49. 8. 5歯   矯歯 小歯診療所
     福井市御幸４－２０－１６　福井常　勤:    1 新規 現存
     産業ビル　２Ｆ (歯       1) 平28. 8. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    701-30629 英歯科 〒910-0858 0776-24-1357英　賢 英　賢 昭50. 2. 1歯   診療所
     福井市手寄１－１０－１０ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    801-30637 松下歯科医院 〒910-0859 0776-21-6004松下　秀博 松下　秀博 昭59. 6.18歯   小歯 歯外診療所
     福井市日之出２－３－２１ 常　勤:    2 移転 現存
     (歯       2) 平29. 6.18
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    901-30660 ニハラ歯科 〒910-0019 0776-24-2882丹原　英一 丹原　英一 昭52. 5. 5歯   診療所
     福井市春山２－６－５　竹島ビル常　勤:    1 新規 現存
     　２Ｆ (歯       1) 平28. 5. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1001-30694 松田歯科医院 〒910-0856 0776-25-0300松田　俊男 松田　俊男 昭58. 6.21歯   歯外 矯歯診療所
     福井市勝見３－１－１４ 常　勤:    1 移転 小歯 現存
     (歯       1) 平28. 6.21
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   1101-30751 大野歯科医院 〒910-0023 0776-22-5570大野　康夫 大野　康夫 昭54. 9. 1歯   診療所
     福井市順化２－１６－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1201-30793 山本歯科医院 〒910-0023 0776-22-5792山本　馨 山本　馨 昭55. 2. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福井市順化２－９－５ 常　勤:    3 新規 現存
     (歯       3) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1301-30819 コンドー歯科 〒910-0842 0776-53-2828近藤　学 近藤　学 昭55. 4. 1歯   矯歯 診療所
     福井市開発４－３０６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1401-30835 坪田歯科医院 〒910-0015 0776-27-2080坪田　和彦 坪田　和彦 昭55. 7. 1歯   診療所
     福井市二の宮５－１４－２７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1501-30850 宮崎歯科医院 〒910-0006 0776-21-5753宮崎　為次 宮崎　為次 昭55.10.20歯   診療所
     福井市中央１－２０－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.10.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1601-30876 中村歯科医院 〒910-0005 0776-27-0120中村　良博 中村　良博 昭56. 8. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福井市大手３－２－１（日本生命常　勤:    1 新規 現存
     ビル３Ｆ） (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1701-30934 大森歯科医院 〒910-0017 0776-27-7171大森　正男 大森　正男 昭57.12. 1歯   歯外 診療所
     福井市文京４－９－１ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平27.12. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1801-30975 はせ川歯科医院 〒910-0842 0776-54-7712長谷川　勲生 長谷川　勲生 昭58. 5. 9歯   診療所
     福井市開発２－７１０　開発野阪常　勤:    1 新規 現存
     ビル　２Ｆ (歯       1) 平28. 5. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1901-30983 歯科堀江医院 〒918-8015 0776-34-3366堀江　謙一 堀江　謙一 昭58.12.12歯   診療所
     福井市花堂南２－５－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.12.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2001-30991 ヤマモト歯科医院 〒910-0859 0776-21-2276山本　啓史 山本　啓史 昭59. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福井市日之出１－１２－１０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   2101-31015 文村歯科医院 〒910-0151 0776-56-1242文村　俊彦 文村　俊彦 昭59. 7. 1歯   診療所
     福井市栄町１６－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2201-31023 近藤歯科医院 〒918-8005 0776-34-0626近藤　貢 近藤　貢 昭59.10.15歯   診療所
     福井市みのり３－２１－９ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29.10.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2301-31031 うらやま歯科 〒910-0015 0776-25-0648浦山　卯一 浦山　卯一 昭59.10.18歯   診療所
     福井市二の宮２－２９－１８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.10.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2401-31049 池上歯科医院 〒910-0011 0776-27-0118池上　慶昭 池上　慶昭 昭59.12. 1歯   診療所
     福井市経田１－４０２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2501-31056 松村歯科医院 〒918-8205 0776-53-5911松村　玲 松村　玲 昭56.12.15歯   小歯 診療所
     福井市北四ツ居３－１５－６９ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.12.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2601-31064 矢部歯科医院 〒910-0804 0776-53-2371矢部　道一 矢部　道一 昭59.12.10歯   矯歯 診療所
     福井市高木中央２－３５０８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.12.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2701-31080 松本歯科医院 〒918-8105 0776-35-6578松本　清人 松本　清人 昭60. 8. 1歯   診療所
     福井市木田２－１２０８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2801-31122 文京　清水歯科医院 〒910-0017 0776-24-6767清水　信明 清水　信明 昭62.12.10歯   診療所
     福井市文京６－２１－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.12.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2901-31130 栃木歯科医院 〒918-8031 0776-35-8200栃木　嗣郎 栃木　嗣郎 昭63. 3.17歯   矯歯 診療所
     福井市種池町１－２４－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 3.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3001-31155 藤井歯科クリニック 〒918-8181 0776-38-1123藤井　啓文 藤井　啓文 昭63. 4.11歯   診療所
     福井市浅水町１０６－９ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 4.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   3101-31163 山田歯科医院 〒918-8205 0776-54-8008山田　哲弘 山田　哲弘 昭63.11.18歯   小歯 矯歯診療所
     福井市北四ッ居１－８－２３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.11.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3201-31189 松井歯科医院 〒910-0063 0776-24-0077松井　一訓 松井　一訓 平元. 3. 6歯   矯歯 診療所
     福井市灯明寺１－２８０２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 3. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3301-31213 藤田歯科医院 〒910-0846 0776-53-5006藤田　知巳 藤田　知巳 平 2. 4.26歯   小歯 診療所
     福井市四ツ井２－９－１８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 4.26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3401-31247 鈴木歯科医院 〒910-0142 0776-56-4010鈴木　孝雄 鈴木　孝雄 平 2. 6.13歯   矯歯 小歯診療所
     福井市上森田１－５０１ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平29. 6.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3501-31254 桑原歯科医院 〒910-0017 0776-23-8508桑原　和美 桑原　和美 平 2. 9.17歯   診療所
     福井市文京３－１５－１５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3601-31270 ささじま歯科医院 〒918-8239 0776-24-3368篠島　清修 篠島　清修 平 3. 4.17歯   診療所
     福井市成和１－３２１０　東部プ常　勤:    1 新規 現存
     ラザ　２Ｆ (歯       1) 平30. 4.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3701-31296 どひ歯科クリニック 〒918-8025 0776-34-8788土肥　健二 土肥　健二 平 4. 4. 3歯   診療所
     福井市江守中２－１４１０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3801-31304 なむら歯科医院 〒918-8017 0776-38-3126名村　倫治 名村　倫治 平 4.10. 1歯   診療所
     福井市下荒井町１－３２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3901-31338 矯正歯科医院　みねた〒910-0005 0776-23-1180峰田　雅章 峰田　雅章 平 5. 3.15矯歯 診療所
     福井市大手３－１２－２０　冨田常　勤:    1 新規 現存
     第一生命ビル　２Ｆ (歯       1) 平29. 3.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4001-31346 岩佐歯科医院 〒910-0029 0776-27-0003岩佐　昌典 岩佐　昌典 平 5. 4.12歯   小歯 歯外診療所
     福井市日光２－２６－１ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29. 4.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4101-31361 伊東歯科 〒910-0019 0776-25-0052伊東　俊祐 伊東　俊祐 平 5. 7. 2歯   診療所
     福井市春山２－１－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 7. 2
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   4201-31379 西本歯科医院 〒910-0122 0776-55-1833西本　裕俊 西本　裕俊 平 5. 7. 8歯   診療所
     福井市石盛町１０１６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 7. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4301-31387 ヒガシダ歯科 〒910-0158 0776-56-4747東田　悟史 東田　悟史 平 5.10.13歯   診療所
     福井市八重巻中町２０－７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.10.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4401-31403 竹沢歯科医院 〒910-0826 0776-52-2611竹澤　幸一郎 竹澤　幸一郎 平 6. 1. 6歯   小歯 診療所
     福井市上中町７－３３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 1. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4501-31411 大橋歯科 〒910-0833 0776-52-0084大橋　嘉禎 大橋　嘉禎 平 6. 2.14歯   小歯 診療所
     福井市新保２－５０１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 2.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4601-31445 川栄歯科医院 〒910-2175 0776-41-0772川栄　一維 川栄　一維 平 6.11. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福井市円成寺町８－３０ 常　勤:    2 新規 歯外 現存
     (歯       2) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4701-31452 森本歯科医院 〒918-8238 0776-24-1838森本　一良 森本　一良 平 6.11.10歯   矯歯 小歯診療所
     福井市和田２－７１０ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平24.11.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4801-31486 しば歯科医院 〒918-8016 0776-38-7000志羽　理至 志羽　理至 平 7. 7. 5歯   診療所
     福井市江端町２４－２１－２　竹常　勤:    2 新規 現存
     内ビル１Ｆ (歯       2) 平28. 7. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4901-31494 さくら歯科医院 〒918-8046 0776-35-5157齊川　玲子 齊川　玲子 平 7.10. 6歯   診療所
     福井市運動公園４－１６２３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.10. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5001-31510 いくた歯科医院 〒918-8106 0776-34-8020生田　伸之 生田　伸之 平 8. 2. 1歯   小歯 診療所
     福井市木田町２５１０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5101-31551 岩井歯科医院 〒910-0859 0776-24-2600岩井　充男 岩井　充男 平 9. 6. 2歯   小歯 診療所
     福井市日之出２－１５－１６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 6. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5201-31585 山崎歯科医院 〒910-0002 0776-21-6262前田　由貴恵 前田　由貴恵 平10. 3.23歯   診療所
     福井市町屋３－６－１３ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平28. 3.23
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   5301-31593 加藤歯科医院 〒910-0006 0776-22-4002加藤　一栄 加藤　一栄 平10. 8. 1歯   診療所
     福井市中央２丁目３－１ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5401-31619 鈴木歯科クリニック 〒910-0015 0776-22-4618鈴木　清史 鈴木　清史 平11. 5.31歯   小歯 歯外診療所
     福井市二の宮３－１０ー３ 常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平29. 5.31
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5501-31627 やしろ歯科クリニック〒918-8026 0776-35-8888水島　秀元 水島　秀元 平11. 6. 3歯   小歯 診療所
     福井市渕４－１１１３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 6. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5601-31650 淺井歯科医院 〒910-0016 0776-29-1117淺井　友啓 淺井　友啓 平12. 3. 1歯   小歯 診療所
     福井市大宮２－２５－２９　　ク常　勤:    1 移転 現存
     リエイションハウスＣ (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5701-33011 一般社団法人福井県歯〒910-0001 0776-21-5511一般社団法人　福井県齊藤　愛夫 昭49. 4. 1歯   診療所
     科医師会立福井口腔保福井市大願寺３－４－１ 常　勤:    1歯科医師会　会長　齊 新規 現存
     健センター (歯       1)藤　愛夫 平28. 4. 1
     非常勤:   29
     (歯      29)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5801-33029 福井赤十字病院 〒918-8501 0776-36-3630日本赤十字社　社長　髙木　治樹 昭38.11. 1歯   歯外 病院
     福井市月見２－４－１ 常　勤:    5近衞　忠煇 新規 現存
     (医       2) 平29.11. 1
     (歯       3)
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5901-33037 福井県立病院 〒910-8526 0776-54-5151福井県知事　西川　一橋爪　泰夫 昭38.11. 1歯外 病院
     福井市四ツ井２－８－１ 常　勤:    4誠 新規 現存
     (医       1) 平29.11. 1
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6001-33078 公益財団法人　松原病〒910-0017 0776-22-3717公益財団法人　松原病山森　正二 昭59.11. 1歯   歯外 病院
     院 福井市文京２－９－１ 常　勤:    1院　代表理事　松原　 新規 現存
     (医       1)六郎 平29.11. 1
     非常勤:    8
     (歯       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6101-33094 池田歯科医院 〒910-0023 0776-25-0225医療法人　池田歯科医池田　礼二 平元. 7. 1歯   診療所
     福井市順化１－２２－１２ 常　勤:    1院　理事長　池田　礼 組織変更 現存
     (歯       1)二 平28. 7. 1
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   6201-33110 工大前　清水歯科医院〒910-0026 0776-22-4122医療法人　五大清歯会清水　孝之 平元.11. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福井市光陽４丁目３番２６号　オ常　勤:    1　理事長　清水　孝之 組織変更 現存
     リジンファーストビル (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6301-33128 光陽生協歯科診療所 〒910-0026 0776-24-8784福井県医療生活協同組天谷　邦弘 平 2. 9. 3歯   小歯 矯歯診療所
     福井市光陽２－１８－１５ 常　勤:    1合　理事長　大門　和 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9. 3
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6401-33144 高橋歯科医院 〒910-0005 0776-24-5000医療法人　穂高会　理高橋　満次 平 5. 8. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福井市大手２－７－３ 常　勤:    5事長　高橋　満次 組織変更 歯外 現存
     (歯       5) 平29. 8. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6501-33151 医療法人　平泉歯科医〒918-8104 0776-36-7144医療法人　平泉歯科医平泉　康至 平 5.12. 1歯   診療所
     院 福井市板垣５－９０８ 常　勤:    1院　理事長　平泉　康 組織変更 現存
     (歯       1)至 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6601-33177 医療法人　キッド歯科〒910-0018 0776-26-7447医療法人　キッド歯科大久保　一郎 平 7. 2. 1歯   矯歯 小歯診療所
     医院 福井市田原２－３－７ 常　勤:    1医院　理事長　大久保 組織変更 現存
     (歯       1)　一郎 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6701-33193 医療法人　御幸歯科ク〒910-0854 0776-28-5280医療法人　御幸歯科ク嶋田　潔 平 9. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     リニック 福井市御幸３－１６－３４ 常　勤:    2リニック　理事長　嶋 組織変更 歯外 現存
     (歯       2)田　潔 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6801-33227 前川歯科医院 〒910-0853 0776-27-1116医療法人　前川歯科医前川　彰男 平11. 2. 1歯   小歯 診療所
     福井市城東４－３－１７ 常　勤:    1院　理事長　前川　彰 組織変更 現存
     (歯       1)男 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6901-33235 医療法人　カトウ矯正〒910-0005 0776-28-1118医療法人　カトウ矯正加藤　敬三 平11. 7. 8矯歯 診療所
     歯科 福井市大手２－１８－１２ 常　勤:    1歯科　理事長　加藤　 移転 現存
     (歯       1)敬三 平29. 7. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7001-33243 医療法人　橋本歯科医〒918-8183 0776-38-7100医療法人　橋本歯科医橋本　勝人 平12. 3. 1歯   矯歯 小歯診療所
     院 福井市浅水三ヶ町５－２７－２ 常　勤:    1院　理事長　橋本　勝 組織変更 現存
     (歯       1)人 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7101-33250 加賀歯科クリニック 〒910-0006 0776-23-7435医療法人　加賀歯科ク加賀　俊明 平12. 7. 1歯   診療所
     福井市中央３ー２ー１５ 常　勤:    1リニック　理事長　加 組織変更 現存
     (歯       1)賀　俊明 平24. 7. 1
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   7201-33268 三井歯科医院 〒918-8218 0776-52-0112三井　一央 三井　一央 平12.10.18歯   診療所
     福井市河増町１０－１４－６ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平24.10.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7301-33276 おおわだ歯科 〒910-0836 0776-57-2631味寺　孝治 味寺　孝治 平12.10.27歯   小歯 歯外診療所
     福井市大和田２丁目１２１２　エ常　勤:    1 新規 現存
     ルパ２Ｆ (歯       1) 平24.10.27
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7401-33292 わかすぎ歯科クリニッ〒918-8055 0776-33-0003医療法人　わかすぎ歯島田　雅胤 平13. 2. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 福井市若杉４丁目８１３番地 常　勤:    4科クリニック　理事長 組織変更 矯歯 現存
     (歯       4)　島田　雅胤 平25. 2. 1
     非常勤:    5
     (歯       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7501-33300 伊藤歯科クリニック 〒918-8104 0776-33-7770伊藤　祐一郎 伊藤　祐一郎 平13. 9.26歯   診療所
     福井市板垣３丁目６０１番地　Ｉ常　勤:    1 新規 現存
     ＴＯビル２Ｆ (歯       1) 平25. 9.26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7601-33318 福井歯科医院 〒910-0001 0776-23-4123福井　美緒 福井　美緒 平13.11.25歯   小歯 歯外診療所
     福井市大願寺３－９－１５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25.11.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7701-33359 エルム歯科室 〒910-0067 0776-20-7700宮田　幹夫 宮田　幹夫 平14. 8.19歯   小歯 診療所
     福井市新田塚２丁目３２番１８号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 8.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7801-33367 大手グリーン歯科 〒910-0005 0776-30-6480三浦　保紀 三浦　保紀 平15. 4. 7歯   小歯 診療所
     福井市大手２－３－１　三の丸ビ常　勤:    1 新規 現存
     ル１Ｆ (歯       1) 平27. 4. 7
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7901-33375 医療法人　社団仁秀会〒910-0017 0776-25-7733医療法人　社団仁秀会早川　雅秀 平16. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     　早川歯科医院 福井市文京３丁目２７－１２ 常　勤:    2　理事長　早川　雅秀 組織変更 歯外 現存
     (歯       2) 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8001-33383 田中歯科クリニック 〒910-0011 0776-29-2500医療法人　田中歯科ク田中　肇 平16. 2. 1歯   矯歯 診療所
     福井市経田２丁目４０７ 常　勤:    1リニック　理事長　田 組織変更 現存
     (歯       1)中　肇 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   8101-33391 福井県済生会病院 〒918-8503 0776-23-1111社会福祉法人恩賜財団登谷　大修 平 5. 5. 1歯外 地域支援
     福井市和田中町舟橋７－１ 常　勤:    2済生会支部福井県済生 新規 病院
     (医       1)会　支部長　三浦　將 平29. 5. 1 現存
     (歯       1)司
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8201-33409 ノムデンタルクリニッ〒918-8067 0776-36-5454野村　是孝 野村　是孝 平17. 5. 6歯   小歯 診療所
     ク 福井市飯塚町３０－２３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 5. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8301-33425 よしだ歯科クリニック〒910-0065 0776-30-7373吉田　俊吾 吉田　俊吾 平17.11.24歯   小歯 診療所
     福井市八ツ島町３１－４０６－４常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.11.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8401-33458 おおのや歯科医院 〒910-3634 0776-98-3518大野屋　雅寛 大野屋　雅寛 平 7. 5.10歯   診療所
     福井市大森町３７－１１－４ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28. 5.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8501-33466 川島歯科医院 〒910-3608 0776-98-4752川島　寿一 川島　寿一 平 9. 1.10歯   診療所
     福井市三留町１４－１１－４ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平30. 1.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8601-33474 越廼歯科診療所 〒910-3552 0776-89-7020大野屋　雅寛 大野屋　雅寛 平17. 7.28歯   診療所
     福井市茱崎町１－６８ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平29. 7.28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8701-33482 三好歯科 〒910-0015 0776-25-0101医療法人　三西会　理三好　慶信 平18. 3. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福井市二の宮４－２３－５ 常　勤:    1事長　三好　慶信 移転 現存
     (歯       1) 平30. 3. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8801-33508 梅田歯科医院 〒918-8026 0776-34-5666医療法人　梅田歯科医梅田　健吾 平18. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     福井市渕３丁目１０１７ 常　勤:    1院　理事長　梅田　健 組織変更 現存
     (歯       1)吾 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8901-33540 オカダ歯科医院 〒910-0859 0776-52-5300岡田　正二郎 岡田　正二郎 平19. 1. 1歯   診療所
     福井市日之出５丁目６－１ 常　勤:    3 移転 現存
     (歯       3) 平25. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   9001-33565 はやし歯科医院 〒918-8015 0776-33-1118医療法人　福正会　理林　正人 平19. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福井市花堂南１丁目１１番３４号常　勤:    4事長　林　正人 移転 歯外 現存
     (歯       4) 平25. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9101-33573 森瀬歯科医院 〒910-3118 0776-83-0067医療法人　櫻徑会　理森瀬　好博 平19. 5. 1歯   小歯 診療所
     福井市上野町９－４６ 常　勤:    1事長　森瀬　好博 組織変更 現存
     (歯       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9201-33581 中村歯科医院 〒910-0003 0776-24-2185医療法人　尚歯会　理中村　翔 平19. 6. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福井市松本４－３－２２ 常　勤:    3事長　中村　元 組織変更 現存
     (歯       3) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9301-33599 はじめ歯科診療所 〒910-0005 0776-25-6480医療法人　尚歯会　理中村　元 平19. 6. 1歯   診療所
     福井市大手２－７－１５明治安田常　勤:    1事長　中村　元 組織変更 現存
     生命福井ビル５階 (歯       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9401-33607 あおば歯科 〒918-8005 0776-33-0900島田　真弓 島田　真弓 平19. 7.11歯   小歯 歯外診療所
     福井市みのり３－２－２１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 7.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9501-33615 嶋田病院 〒910-0855 0776-21-8008医療法人　健康会　理嶋田　修美 平20. 1. 1歯   病院
     福井市西方１－２－１１ 常　勤:    2事長　嶋田　修美 新規 現存
     (医       1) 平26. 1. 1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9601-33623 ヒロ歯科クリニック 〒910-0017 0776-25-4618吉田　裕朗 吉田　裕朗 平20. 8. 8歯   歯外 診療所
     福井市文京２－１７－１ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平26. 8. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9701-33631 村井歯科 〒910-3381 0776-86-1616村井　英俊 村井　英俊 平20.11. 1歯   診療所
     福井市蓑町１６字大道ノ上１２５常　勤:    2 新規 現存
     番 (歯       2) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9801-33656 玉井デンタルクリニッ〒910-0021 0776-25-6221玉井　顕紀 玉井　顕紀 平21. 3. 2歯   歯外 小歯診療所
     ク 福井市乾徳４丁目４－７ 常　勤:    2 移転 矯歯 現存
     (歯       2) 平27. 3. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9901-33672 丸田歯科 〒918-8205 0776-52-5552丸田　英洋 丸田　英洋 平21. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     福井市北四ツ居１丁目３４－２１常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  10001-33680 ひじりデンタルクリニ〒910-0804 0776-63-5515中谷　昌聖 中谷　昌聖 平21. 5. 1歯   歯外 小歯診療所
     ック 福井市高木中央２丁目７０１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10101-33698 福井総合病院 〒910-8561 0776-59-1300一般財団法人　新田塚林　正岳 平21. 5. 4歯   歯外 病院
     福井市江上町第５８号１６番地１常　勤:    3医療福祉センター　理 移転 現存
     (医       1)事長　林　正岳 平27. 5. 4
     (歯       2)
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10201-33706 福井総合クリニック 〒910-0067 0776-21-1300一般財団法人　新田塚泉　俊昌 平21. 5. 4歯   歯外 診療所
     福井市新田塚１丁目４２番１号 常　勤:    6医療福祉センター　理 その他 現存
     (医       2)事長　林　正岳 平27. 5. 4
     (歯       4)
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10301-33714 医療法人　そら歯科医〒910-0837 0776-53-6480医療法人　そら歯科医松浦　宙 平21. 5. 1歯   歯外 矯歯診療所
     院 福井市高柳３丁目３５０７番地 常　勤:    1院　理事長　松浦　宙 組織変更 小歯 現存
     (歯       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10401-33722 平崎歯科 〒910-0005 0776-63-5418平崎　光哲 平崎　光哲 平21.12. 1歯   小歯 歯外診療所
     福井市大手３丁目１－１　システ常　勤:    2 新規 現存
     ム大手ビル２Ｆ (歯       2) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10501-33730 うさみ歯科医院 〒910-0838 0776-52-0118宇佐美　英典 宇佐美　英典 平21.12. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福井市新保北１丁目３０３番地ワ常　勤:    1 新規 歯外 現存
     イプラザグルメ館内１Ｆ (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10601-33748 なかむら歯科クリニッ〒918-8237 0776-21-6480中村　信太郎 中村　信太郎 平22. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 福井市和田東２丁目１５２８ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10701-33755 学園デンタルオフィス〒910-0028 0776-26-7730山﨑　幸嗣 山﨑　幸嗣 平22. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     福井市学園１－１－２０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10801-33763 長内歯科クリニック 〒910-0807 0776-97-8148長内　哲生 長内　哲生 平22. 6. 1歯外 歯   小歯診療所
     福井市高木北２丁目１１０５番地常　勤:    1 新規 現存
     ５ (歯       1) 平28. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
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  10901-33771 清水歯科医院 〒910-0845 0776-54-0550清水　俊弘 清水　俊弘 平22. 9.13歯   小歯 診療所
     福井市志比口３－１－５ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平28. 9.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11001-33805 竹下歯科 〒918-8105 0776-35-6480竹下　英俊 竹下　英俊 平23. 5.10歯   歯外 小歯診療所
     福井市木田２丁目２１０４ 常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平29. 5.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11101-33813 ふなばし歯科クリニッ〒910-0069 0776-27-1211医療法人ふなばし歯科小笠原　祥子 平23. 6. 1歯   矯歯 小歯診療所
     ク 福井市舟橋黒竜２丁目４２０番地常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 歯外 現存
     (歯       1)小笠原　祥子 平29. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11201-33821 かおる矯正歯科クリニ〒910-0015 0776-89-1848天井　薫 天井　薫 平24. 4. 1矯歯 診療所
     ック 福井市二の宮３丁目６－８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11301-33847 永井歯科医院 〒918-8055 0776-36-2222医療法人　永井歯科医永井　理 平24. 5. 7歯   小歯 歯外診療所
     福井市若杉２－１５３７ 常　勤:    3院　理事長　永井　理 移転 矯歯 現存
     (歯       3) 平30. 5. 7
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11401-33854 なかひろ歯科クリニッ〒910-0804 0776-53-5040中廣　剛士 中廣　剛士 平25. 4. 1歯   歯外 小歯診療所
     ク 福井市高木中央３－８１６ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11501-33862 Ａｉ　Ｄｅｎｔａｌ　〒910-0858 0776-43-0210中村　美喜子 中村　美喜子 平25. 5. 7歯   歯外 診療所
     Ｃｌｉｎｉｃ 福井市手寄１丁目４１３－１－１常　勤:    1 新規 現存
     アオッサ２Ｆ (歯       1) 平25. 5. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11601-33870 いたつデンタルクリニ〒918-8014 0776-34-0118板津　衛 板津　衛 平25. 7.10歯   矯歯 小歯診療所
     ック 福井市花堂中２丁目１－８ 常　勤:    2 その他 歯外 現存
     (歯       2) 平25. 7.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11701-33888 小児歯科シャノワール〒910-0015 0776-27-2888山下　治人 山下　治人 平25. 9. 4小歯 診療所
     福井市二の宮３－１６－２８ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平25. 9. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11801-33896 スマイル歯科クリニッ〒910-0006 0776-97-9872安土　忠宏 安土　忠宏 平25.11. 5歯   小歯 診療所
     ク 福井市中央二丁目７－１５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25.11. 5
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  11901-33912 三宅歯科医院 〒910-0023 0776-22-2795三宅　洋 三宅　洋 平25.10.17歯   診療所
     福井市順化１丁目９－２１ 常　勤:    1 その他 現存
     (歯       1) 平25.10.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12001-33920 うちやま歯科クリニッ〒918-8207 0776-97-5011内山　盛嗣 内山　盛嗣 平26. 3. 1小歯 歯   診療所
     ク 福井市円山１丁目１０６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12101-33938 たまや矯正歯科 〒910-0851 0776-52-1187玉谷　直彦 玉谷　直彦 平26. 4. 1矯歯 診療所
     福井市米松１丁目１１－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12201-33946 森広歯科医院 〒910-0023 0776-24-5514森廣　宏則 森廣　宏則 平26. 2.13歯   診療所
     福井市順化１丁目１６－５ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平26. 2.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12301-33953 ササジマ歯科医院 〒918-8003 0776-34-5550篠島　啓泰 篠島　啓泰 平26. 2.13歯   小歯 歯外診療所
     福井市毛矢２丁目７－３ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平26. 2.13
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12401-33961 遠矢歯科医院 〒910-0015 0776-22-5772遠矢　東誠 遠矢　東誠 平26. 5.16歯   小歯 歯外診療所
     福井市二の宮５丁目６－１３ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平26. 5.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12501-33979 医療法人　島矯正歯科〒910-0006 0776-23-1187医療法人　島矯正歯科島　芳夫 平27. 2. 1矯歯 診療所
     福井市中央１丁目２１番２２号 常　勤:    1　理事長　島　芳夫 新規 現存
     (歯       1) 平27. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12601-33995 矯正歯科　誠クリニッ〒910-0003 0776-22-4187医療法人　矯正歯科　田中　誠 平27. 4. 1矯歯 診療所
     ク 福井市松本４丁目１１番１号 常　勤:    3誠クリニック　理事長 組織変更 現存
     (歯       3)　田中　誠 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12701-34001 医療法人　上田歯科医〒910-0063 0776-25-1170医療法人　上田歯科医上田　幸照 平28. 1. 1歯   歯外 診療所
     院 福井市灯明寺１丁目４１１番地 常　勤:    2院　理事長　上田　幸 移転 現存
     (歯       2)照 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12801-34019 たきなみ歯科クリニッ〒910-0853 0776-26-0600医療法人　たきなみ歯瀧波　宏至 平28. 4. 1歯   小歯 診療所
     ク 福井市城東４丁目１３番４１号 常　勤:    2科クリニック　理事長 組織変更 現存
     (歯       2)　瀧波　宏至 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  12901-34027 荻原歯科医院 〒910-0005 0776-26-3312医療法人社団　大手樹荻原　浩樹 平28. 4. 1歯   小歯 診療所
     福井市大手３丁目８番１１号 常　勤:    1会　理事長　荻原　浩 組織変更 現存
     (歯       1)樹 平28. 4. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13001-34035 たにはた歯科クリニッ〒918-8112 0776-34-0418医療法人　優和会　理谷畠　里誌 平28. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 福井市下馬２丁目２３１０番地 常　勤:    2事長　谷畠　里誌 組織変更 現存
     (歯       2) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13101-34043 愛歯科 〒918-0000 0776-56-2444小笠原　久人 小笠原　久人 平28. 8. 2歯   小歯 矯歯診療所
     福井市森田北東部土地区画整理事常　勤:    1 新規 口腔外科 現存
     業施行地区内４５街区１０番 (歯       1) 平28. 8. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13201-34050 いわた歯科クリニック〒910-0133 0776-56-4418岩田　圭一郎 岩田　圭一郎 平28.10. 3歯   小歯 歯外診療所
     福井市森田新保町３丁目２６－１常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平28.10. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13301-34068 加藤歯科医院 〒910-0004 0776-22-3185加藤　憲一 加藤　憲一 平29. 4. 1歯   小歯 診療所
     福井市宝永２丁目１２－５ 常　勤:    2 移転 現存
     (歯       2) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13401-34076 みわ歯科クリニック 〒910-0845 0776-53-3845医療法人社団　三和会高井　三和 平29. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     福井市志比口２丁目１１－１３ 常　勤:    1　理事長　高井　三和 組織変更 矯歯 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13501-34084 はまだ歯科クリニック〒910-0123 0776-56-4618医療法人　はまだ歯科濵田　邦裕 平29. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     福井市八重巻町２０７ 常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     (歯       1)濵田　邦裕 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13601-34092 おひさま歯科クリニッ〒910-0806 0776-54-8511鈴木　一生 鈴木　一生 平29. 9. 1歯   小歯 診療所
     ク 福井市高木町５６－１３－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13701-34100 医療法人　青木歯科医〒910-0006 0776-23-1022医療法人　青木歯科医青木　聡 平29.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     院 福井市中央１－１０－８ 常　勤:    2院　理事長　青木　聡 組織変更 現存
     (歯       2) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13801-34118 福井市休日急患歯科診〒910-0001 0776-26-8468一般社団法人　福井市岡田　正二郎 平29.11. 3歯   診療所
     療所 福井市大願寺３丁目４－１ 常　勤:    1歯科医師会　会長　岡 移転 現存
     (歯       1)田　正二郎 平29.11. 3
     非常勤:   21
     (歯      21)
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  13901-34126 村上歯科医院 〒910-0017 0776-50-2475医療法人　健明会　理村上　寛明 平30. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     福井市文京６丁目２５－２５ 常　勤:    1事長　村上　寛明 新規 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14002-30064 山口歯科医院 〒914-0076 0770-25-1415山口　一郎 山口　一郎 昭45. 3. 1歯   診療所
     敦賀市元町１４－３０ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14102-30163 大谷歯科医院 〒914-0056 0770-25-2626大谷　清太 大谷　清太 昭55.10. 6歯   診療所
     敦賀市津内町３－３－４６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.10. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14202-30189 岸歯科医院 〒914-0811 0770-24-1505岸　且好 岸　且好 昭56. 7. 1歯   診療所
     敦賀市中央町１－１－３４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14302-30213 ワカバ歯科医院 〒914-0125 0770-25-8558坂本　義昭 坂本　義昭 昭59. 6. 1歯   診療所
     敦賀市若葉町３－７１６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14402-30296 平和歯科医院 〒914-0815 0770-21-0118徳本　龍弘 徳本　龍弘 平 7. 3.28歯   診療所
     敦賀市平和町３９番１８号 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28. 3.28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14502-30304 根尾歯科医院 〒914-0045 0770-24-1182根尾　尚志 根尾　尚志 平 7. 7. 3歯   小歯 歯外診療所
     敦賀市古田刈６９号２０１７番地常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 7. 3
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14602-30312 たかはし歯科 〒914-0125 0770-21-3737高橋　均 高橋　均 平 9. 1.17歯   小歯 矯歯診療所
     敦賀市若葉町２－１１０２ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平30. 1.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14702-30361 吉光歯科医院 〒914-0037 0770-20-0018吉光　泰一 吉光　泰一 平11.11. 4歯   矯歯 小歯診療所
     敦賀市道口４６－１－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.11. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  14802-30379 あわの歯科医院 〒914-0138 0770-25-1516宇治　壽雄 宇治　壽雄 平12. 1. 1歯   診療所
     敦賀市櫛林１９－４－１ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14902-33019 市立敦賀病院 〒914-8502 0770-22-3611敦賀市長　渕上　隆信米島　學 昭38.11. 1歯外 病院
     敦賀市三島町１－６－６０ 常　勤:    3 新規 現存
     (医       1) 平29.11. 1
     (歯       2)
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15002-33027 敦賀市休日急患センタ〒914-0811 0770-25-5311敦賀市長　渕上　隆信川上　究 昭62. 5. 1歯   診療所
     ー 敦賀市中央町２－１６－５２ 常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
     非常勤:   25
     (歯      25)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15102-33035 岸本歯科医院 〒914-0056 0770-25-8234医療法人　岸本歯科医岸本　敏郎 平元. 7. 1歯   診療所
     敦賀市津内町３丁目５－１ 常　勤:    1院　理事長　岸本　敏 組織変更 現存
     (歯       1)郎 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15202-33043 医療法人　敦賀温泉病〒914-0024 0770-23-8210医療法人　敦賀温泉病玉井　顯 平 3. 6. 1歯   病院
     院 敦賀市吉河４１－１－５ 常　勤:    2院　理事長　玉井　顯 組織変更 現存
     (医       1) 平30. 6. 1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15302-33068 たけの子歯科 〒914-0814 0770-24-0418医療法人　筍会　理事高橋　淳 平 6.12. 1歯   矯歯 小歯診療所
     敦賀市木崎２０号向河原１５－１常　勤:    4長　高橋　淳 組織変更 歯外 現存
     (歯       4) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15402-33084 長村歯科医院 〒914-0121 0770-22-4460医療法人　長村歯科医長村　康央 平14. 4. 1歯   小歯 診療所
     敦賀市野神４０－２５６－４ 常　勤:    1院　理事長　長村　康 組織変更 現存
     (歯       1)央 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15502-33092 みしま歯科医院 〒914-0058 0770-22-6336上野　雅紀 上野　雅紀 平14. 7.16歯   診療所
     敦賀市三島町２丁目１７番６号 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平26. 7.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15602-33100 歯科　坂本医院 〒914-0063 0770-22-0134坂本　淳 坂本　淳 平16. 1. 1歯   診療所
     敦賀市神楽町１丁目１－２５ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
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  15702-33118 さいとう歯科医院 〒914-0131 0770-21-2668医療法人　さいとう歯齋藤　浩一 平16. 2. 1歯   小歯 歯外診療所
     敦賀市公文名５－７４－２ 常　勤:    1科医院　理事長　齋藤 組織変更 現存
     (歯       1)　浩一 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15802-33134 こうじたに歯科 〒914-0045 0770-24-2110糀谷　博士 糀谷　博士 平17. 5. 9歯   診療所
     敦賀市古田刈６８－１３０７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 5. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15902-33142 清水歯科医院 〒914-0802 0770-24-4618医療法人　清水歯科医清水　俊博 平18. 2. 1歯   診療所
     敦賀市呉竹町２丁目３－１ 常　勤:    1院　理事長　清水　俊 組織変更 現存
     (歯       1)博 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16002-33159 多田歯科クリニック 〒914-0131 0770-21-4182多田　伸一郎 多田　伸一郎 平19. 7.25歯   小歯 診療所
     敦賀市公文名２５－１２－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 7.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16102-33167 澤村歯科医院 〒914-0054 0770-22-0034澤村　恭子 澤村　恭子 平21. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     敦賀市白銀町４－１９ 常　勤:    5 交代 現存
     (歯       5) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16202-33175 医療法人　いもじ歯科〒914-0805 0770-25-3001医療法人　いもじ歯科松本　増太郎 平25. 2. 1歯   診療所
     クリニック 敦賀市鋳物師町１６番４号 常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     (歯       1)松本　増太郎 平25. 2. 1
     非常勤:    5
     (歯       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16302-33191 歯科診療所ななクリニ〒914-0057 0770-37-3831社会福祉法人　敬仁会櫻井　奈々 平29. 7. 3歯   診療所
     ック 敦賀市開町３－３５ 常　勤:    1　理事長　神谷　保男 移転 現存
     (歯       1) 平29. 7. 3
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16403-30245 直江歯科医院 〒915-0071 0778-24-0900直江　祥明 直江　祥明 昭57. 5.10歯   診療所
     越前市府中１－１３－４０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 5.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16503-30260 あさざわ歯科医院 〒915-0084 0778-23-0821淺澤　清隆 淺澤　清隆 昭58. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     越前市村国３－７－７ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16603-30294 いんべ歯科 〒915-0071 0778-22-5050忌部　正 忌部　正 昭61. 4.10歯   診療所
     越前市府中１－４－２４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4.10
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  16703-30310 水野歯科医院 〒915-0075 0778-24-1162水野　正忠 水野　正忠 昭62. 1. 5歯   小歯 診療所
     越前市幸町４－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 1. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16803-30351 服部歯科医院 〒915-0075 0778-22-1251服部　英治 服部　英治 平 2. 4. 1歯   診療所
     越前市幸町３－３５ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16903-30369 西尾歯科医院 〒915-0802 0778-21-1121西尾　治和 西尾　治和 平 2.11.30歯   診療所
     越前市北府２－１２－２９ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.11.30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17003-30377 わきた歯科 〒915-0846 0778-21-0100脇田　昇治 脇田　昇治 平 4. 3.25歯   診療所
     越前市千福町１２７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 3.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17103-30393 片山歯科医院 〒915-0812 0778-22-0925片山　雅彦 片山　雅彦 平 4.12.12歯   診療所
     越前市桂町５－２２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.12.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17203-30401 くどう歯科医院 〒915-0832 0778-23-6480工藤　敏幸 工藤　敏幸 平 5. 9. 9歯   診療所
     越前市高瀬１－７－１５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17303-30435 宮本歯科クリニック 〒915-0084 0778-25-7771宮本　孝司 宮本　孝司 平10. 4.11歯   矯歯 小歯診療所
     越前市村国３－３４－１ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28. 4.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17403-30450 増永歯科医院 〒915-0093 0778-21-5552増永　茂 増永　茂 平10. 9.24歯   小歯 診療所
     越前市庄町１－４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 9.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17503-30468 ひの歯科クリニック 〒915-0016 0778-25-6480坂野　正仁 坂野　正仁 平10.10. 6歯   矯歯 小歯診療所
     越前市岩内町２－１－２ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平28.10. 6
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17603-33017 水谷歯科医院 〒915-0803 0778-24-3570医療法人　水谷歯科医水谷　清 平 2. 6. 1歯   矯歯 診療所
     越前市平出３－８－４０ 常　勤:    2院　理事長　水谷　清 新規 現存
     (歯       2) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  17703-33025 医療法人　坂下歯科医〒915-0084 0778-22-0608医療法人　坂下歯科医坂下　寿人 平 3. 6. 1歯   矯歯 小歯診療所
     院 越前市村国２－１１－３１ 常　勤:    2院　理事長　坂下　寿 新規 現存
     (歯       2)人 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17803-33033 医療法人　斎藤医院 〒915-0802 0778-22-0234医療法人　斎藤医院　齋藤　友治 平 4. 5. 1歯   小歯 診療所
     越前市北府３－５－１ 常　勤:    3理事長　齋藤　友治 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17903-33041 医療法人　親徳会　山〒915-0882 0778-24-1766医療法人　親徳会　山伊井　克安 平10. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     王歯科 越前市上太田町２３－３－１０ 常　勤:    1王歯科　理事長　伊井 組織変更 現存
     (歯       1)　克安 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18003-33058 山本歯科医院 〒915-0822 0778-24-0558医療法人　秀友会　理山本　有一郎 平12. 2. 1歯   歯外 診療所
     越前市元町１－１２ 常　勤:    1事長　山本　有一郎 組織変更 現存
     (歯       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18103-33066 たけふ生協歯科診療所〒915-0805 0778-22-5666福井県医療生活協同組奥村　宗市 平13. 5. 7歯   矯歯 小歯診療所
     越前市芝原５－８－１－１ 常　勤:    2合　理事長　大門　和 新規 現存
     (歯       2) 平25. 5. 7
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18203-33074 天井歯科医院 〒915-0068 0778-24-0648天井　由里枝 天井　由里枝 平13. 5. 1歯   診療所
     越前市天王町２－２４ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平25. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18303-33090 平井歯科医院 〒915-0813 0778-22-1184平井　育子 平井　育子 平14. 5. 1歯   診療所
     越前市京町２－４－５ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18403-33124 はせがわ歯科 〒915-0264 0778-43-1525長谷川　達人 長谷川　達人 昭53.12. 1歯   診療所
     越前市野岡町２０－１０－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18503-33140 いけだ歯科 〒915-0242 0778-42-3435池田　隆彦 池田　隆彦 平 3. 8.22歯   診療所
     越前市粟田部町５０－４１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 8.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18603-33157 藤井歯科医院 〒915-0242 0778-42-0357藤井　了湖 藤井　了湖 平11. 2. 1歯   矯歯 小歯診療所
     越前市粟田部町２７－４０ 常　勤:    1 移転 歯外 現存
     (歯       1) 平29. 2. 1
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  18703-33173 けい歯科医院 〒915-0882 0778-23-4618平井　経一郎 平井　経一郎 平18.10.19歯   矯歯 小歯診療所
     越前市上太田町４９－７－２ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平24.10.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18803-33199 岩堀歯科クリニック 〒915-0827 0778-29-0648岩堀　秀基 岩堀　秀基 平20.11. 1歯   小歯 診療所
     越前市平和町９－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18903-33215 こいずみデンタルクリ〒915-0852 0778-21-3222小泉　惠一 小泉　惠一 平25. 8. 6歯   歯外 小歯診療所
     ニック 越前市松森町１１１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 8. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19003-33223 せいじ矯正歯科クリニ〒915-0094 0778-29-0118医療法人　せいじ矯正服部　誠治 平26. 6. 1矯歯 歯   診療所
     ック 越前市横市町１－５－７ 常　勤:    1歯科クリニック　理事 組織変更 現存
     (歯       1)長　服部　誠治 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19103-33231 山田歯科医院 〒915-0242 0778-43-0345山田　耕弘 山田　耕弘 平27. 4. 1歯   診療所
     越前市粟田部町３３－６－７ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19203-33249 みずたに歯科クリニッ〒915-0097 0778-43-6480水谷　大樹 水谷　大樹 平29. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 越前市長土呂町７－２０－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19303-33256 坂野歯科医院 〒915-0071 0778-22-6323坂野　ちあき 坂野　ちあき 平29. 5.25歯   小歯 矯歯診療所
     越前市府中１－１２－２８ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平29. 5.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19403-33264 若泉歯科クリニック 〒915-0841 0778-24-3021医療法人社団泉樹会　若泉　学史 平29. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     越前市文京２丁目１２－３８ 常　勤:    2理事長　若泉　学史 組織変更 歯外 現存
     (歯       2) 平29. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19504-30094 大下第三歯科医院 〒917-0092 0770-52-6104大下　治夫 大下　治夫 昭48. 4. 1歯   矯歯 診療所
     小浜市山手１－４－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19604-30110 歯科大下医院 〒917-0078 0770-52-3791大下　丈敏 大下　丈敏 昭55. 4.20歯   診療所
     小浜市大手町２２－３６－２歯科常　勤:    2 新規 現存
     大下ビル　２Ｆ (歯       2) 平28. 4.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成30年 6月 1日現在　歯科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成    21 頁

  19704-30144 野村歯科医院 〒917-0078 0770-52-0681野村　好雄 野村　好雄 平 5. 1. 1歯   診療所
     小浜市大手町５－７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19804-30169 藤田歯科医院 〒917-0073 0770-53-1876藤田　毅 藤田　毅 平 6. 3. 1歯   診療所
     小浜市四谷町９－２６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19904-30177 ふるもり歯科 〒917-0241 0770-56-5067古森　喬 古森　喬 平12. 4. 7歯   矯歯 小歯診療所
     小浜市遠敷９－３０４ 常　勤:    3 新規 現存
     (歯       3) 平30. 4. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20004-33015 杉田玄白記念　公立小〒917-8567 0770-52-0990公立小浜病院組合　組小西　孝 昭38.11. 1歯外 病院
     浜病院 小浜市大手町２－２ 常　勤:    4合長　松崎　晃治 新規 現存
     (医       1) 平29.11. 1
     (歯       3)
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20104-33023 医療法人　駅前野村歯〒917-0077 0770-52-2391医療法人　駅前野村歯野村　治之 昭53. 7. 1歯   診療所
     科医院 小浜市駅前町２－２ 常　勤:    2科医院　理事長　野村 組織変更 現存
     (歯       2)　治之 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20204-33031 髙鳥歯科医院 〒917-0067 0770-52-0318髙鳥　忠彦 髙鳥　忠彦 平13. 8. 1歯   診療所
     小浜市小浜鹿島１９ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20304-33049 まつき歯科医院 〒917-0024 0770-56-1182松木　謙直 松木　謙直 平23. 8. 1歯   矯歯 小歯診療所
     小浜市和久里１９号１３－１ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20404-33064 みなみがわ松木歯科医〒917-0075 0770-53-1782松木　宏篤 松木　宏篤 平29. 8. 1歯   小歯 矯歯診療所
     院 小浜市南川町１６番１８号 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20505-30133 ア歯科砂田診療所 〒912-0035 0779-65-7211砂田　知足 砂田　知足 昭56. 5.11歯   診療所
     大野市有明町１３－７ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29. 5.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20605-30141 篠島歯科医院 〒912-0053 0779-66-2867篠島　祥一 篠島　祥一 昭58. 4.29歯   診療所
     大野市春日１－３－１３ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28. 4.29
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  20705-30158 布川歯科医院 〒912-0081 0779-66-2766布川　徹 布川　徹 昭59. 6.20歯   診療所
     大野市元町５－２１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 6.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20805-30166 九岡歯科医院 〒912-0053 0779-65-6510九岡　清隆 九岡　清隆 昭61.11.15歯   診療所
     大野市春日１－８－７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.11.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20905-30182 印牧歯科医院 〒912-0036 0779-65-7388印牧　康祐 印牧　康祐 昭63. 9.26歯   小歯 矯歯診療所
     大野市美川町５－９ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平24. 9.26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21005-30190 広瀬歯科医院 〒912-0081 0779-66-2344広瀬　由治 広瀬　由治 昭64. 1. 1歯   診療所
     大野市元町６－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21105-30208 ハロー歯科医院 〒912-0025 0779-65-6480堀　周平 堀　周平 平 2. 6. 5歯   診療所
     大野市本町８－１７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 6. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21205-30216 長谷川歯科医院 〒912-0081 0779-66-2439長谷川　嘉平 長谷川　嘉平 平 8. 5. 1歯   診療所
     大野市元町７－２１ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21305-30232 やまざき歯科医院 〒912-0085 0779-69-7878山﨑　幸明 山﨑　幸明 平10. 2.16歯   診療所
     大野市新庄１６－１－４ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平28. 2.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21405-33046 月美歯科 〒912-0031 0779-65-6591九岡　克子 九岡　克子 平14. 2. 1歯   診療所
     大野市月美町６－１３　ＵＲビル常　勤:    1 交代 現存
     ２階 (歯       1) 平26. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21505-33053 大野市和泉診療所 〒912-0205 0779-78-2650大野市長　岡田　高大山﨑　高宏 平17.12. 1歯   診療所
     大野市朝日２３－１１ 常　勤:    2 その他 現存
     (医       1) 平29.12. 1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21605-33061 松田歯科医院 〒912-0082 0779-66-0128松田　亙正 松田　亙正 平26. 7.15歯   診療所
     大野市大和町６－２ 常　勤:    1 その他 現存
     (歯       1) 平26. 7.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  21706-30032 池田歯科医院 〒911-0804 0779-87-2100池田　光禧 池田　光禧 昭53. 1. 1歯   小歯 診療所
     勝山市元町１－１２－３３ 常　勤:    2 移転 現存
     (歯       2) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21806-30073 松村歯科 〒911-0802 0779-87-2125松村　肇 松村　肇 昭58. 5. 3歯   診療所
     勝山市昭和町１－６－１ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平28. 5. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21906-30081 伊藤歯科医院 〒911-0806 0779-88-0525伊藤　透 伊藤　透 昭63. 6. 1歯   診療所
     勝山市本町２－１２－３４ 常　勤:    2 移転 現存
     (歯       2) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22006-30099 歯科医院シラサキ 〒911-0803 0779-88-1550白崎　有彦 白崎　有彦 昭63.12. 1歯   診療所
     勝山市旭町１－６－６５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22106-30107 ナカミチ歯科 〒911-0035 0779-88-5588中道　直司 中道　直司 平元.11.28歯   診療所
     勝山市郡町１－１－１８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.11.28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22206-30123 きのした歯科医院 〒911-0804 0779-87-2877木下　茂 木下　茂 平 5.10. 7歯   診療所
     勝山市元町１－９－２２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.10. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22306-30149 こばやし歯科医院 〒911-0801 0779-87-0470小林　道則 小林　道則 平 6.12. 1歯   小歯 診療所
     勝山市沢町２－９－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22406-30156 石畝歯科医院 〒911-0804 0779-88-0066石畝　実 石畝　実 平 9. 8. 1歯   小歯 診療所
     勝山市元町１－４－３０ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22507-30014 ほそい歯科・矯正歯科〒916-0025 0778-51-0401細井　達郎 細井　達郎 昭53. 8. 1矯歯 歯   診療所
     鯖江市旭町３－６－１６ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22607-30071 嶋田歯科医院 〒916-0051 0778-51-0720嶋田　嘉夫 嶋田　嘉夫 昭38. 5. 1歯   診療所
     鯖江市屋形町６－１３ 常　勤:    1 新規 休止
     (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22707-30097 川畑歯科医院 〒916-0026 0778-51-0418川畑　紀義 川畑　紀義 昭56.11. 1歯   小歯 矯歯診療所
     鯖江市本町１－１－１２ 常　勤:    6 移転 歯外 現存
     (歯       6) 平29.11. 1
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  22807-30105 小部歯科医院 〒916-0026 0778-52-3250小部　隆充 小部　隆充 昭63. 7.25歯   小歯 矯歯診療所
     鯖江市本町２－４－１３ 常　勤:    2 移転 現存
     (歯       2) 平24. 7.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22907-30121 梅田歯科医院 〒916-0053 0778-52-3405梅田　英樹 梅田　英樹 昭53. 9. 1歯   診療所
     鯖江市日の出町２－１－２１５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23007-30170 いなみ歯科医院 〒916-0018 0778-52-2037井波　博之 井波　博之 昭59.11. 6歯   診療所
     鯖江市幸町２－５－４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.11. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23107-30196 加藤歯科医院 〒916-0056 0778-52-0077加藤　浩一 加藤　浩一 平 3. 2. 1歯   診療所
     鯖江市住吉町３－３－２５ 常　勤:    2 移転 現存
     (歯       2) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23207-30204 片桐歯科医院 〒916-0057 0778-54-0640片桐　昭彦 片桐　昭彦 平 6.10. 1歯   診療所
     鯖江市有定町１－２－２８ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23307-30220 福田歯科医院 〒916-0026 0778-51-0114福田　数秀 福田　数秀 平 7.10. 2歯   診療所
     鯖江市本町４－２－５ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平28.10. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23407-30253 東陽歯科クリニック 〒916-0033 0778-51-2811齋藤　金吾 齋藤　金吾 平10.12. 8歯   診療所
     鯖江市中野町１２－１１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.12. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23507-33018 医療法人　齋藤歯科医〒916-0016 0778-52-8818医療法人　齋藤歯科医齋藤　博行 平元.11. 1歯   診療所
     院 鯖江市神中町２丁目４番２７号 常　勤:    1院　理事長　齋藤　博 組織変更 現存
     (歯       1)行 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23607-33026 ポプラ歯科医院 〒916-0047 0778-52-9386医療法人　ポプラ歯科窪田　隆之 平元.11. 1歯   診療所
     鯖江市柳町１丁目１０番１０号 常　勤:    2医院　理事長　窪田　 組織変更 現存
     (歯       2)隆之 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23707-33034 医療法人　ア歯科　峯〒916-0017 0778-52-5648医療法人　ア歯科　峯峯田　信匡 平 8. 2. 1歯   小歯 診療所
     田診療所 鯖江市神明町５－５－２０ 常　勤:    1田診療所　理事長　峯 組織変更 現存
     (歯       1)田　信匡 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23807-33083 服部歯科医院 〒916-1224 0778-65-3018服部　吉之助 服部　吉之助 平13.11.19歯   診療所
     鯖江市莇生田町１２－１－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25.11.19



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

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成30年 6月 1日現在　歯科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成    25 頁

  23907-33091 森歯科医院 〒916-0022 0778-52-5144森　雅一 森　雅一 平15. 4.10歯   診療所
     鯖江市水落町１丁目５番３２－１常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平27. 4.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24007-33109 さかい歯科 〒916-0041 0778-52-8119酒井　秀人 酒井　秀人 平16. 7.20歯   小歯 歯外診療所
     鯖江市東鯖江１丁目５－２１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 7.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24107-33117 川﨑歯科医院 〒916-0004 0778-51-8500医療法人　英晃会　理川﨑　弘一 平17. 2. 1歯   矯歯 小歯診療所
     鯖江市糺町３１１ 常　勤:    1事長　川﨑　弘一 組織変更 現存
     (歯       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24207-33125 竹内歯科医院 〒916-0073 0778-62-2133竹内　良成 竹内　良成 平19. 5.18歯   小歯 歯外診療所
     鯖江市下野田町１５－５－１４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 5.18
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24307-33133 ひまわり歯科クリニッ〒916-0028 0778-25-1181鈴木　健史 鈴木　健史 平19.10. 2歯   小歯 診療所
     ク 鯖江市小黒町２－１０－１ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平25.10. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24407-33141 ひかる歯科医院 〒916-0013 0778-54-0184医療法人　ひかる歯科市波　仙光 平21.12. 1歯   小歯 矯歯診療所
     鯖江市鳥羽２丁目２番２１－２－常　勤:    2医院　理事長　市波　 組織変更 現存
     １号 (歯       2)仙光 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24507-33158 きたお歯科 〒916-0022 0778-51-3335北尾　綾乃 北尾　綾乃 平24.12. 1歯   小歯 歯外診療所
     鯖江市水落町２丁目１６－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24607-33166 広瀬病院 〒916-0025 0778-51-3030医療法人　至要会　理広瀬　真紀 平25. 9.17歯   病院
     鯖江市旭町１－２－８ 常　勤:    2事長　広瀬　真紀 新規 現存
     (医       1) 平25. 9.17
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24707-33174 柳町竹内歯科 〒916-0047 0778-52-6414竹内　光正 竹内　光正 平28. 1. 1歯   診療所
     鯖江市柳町４丁目８－２４ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24807-33182 ゆう歯科クリニック 〒916-0022 0778-43-6232奥山　勇平 奥山　勇平 平28. 4. 5歯   歯外 矯歯診療所
     鯖江市水落町２丁目２９０６ 常　勤:    1 新規 小歯 現存
     (歯       1) 平28. 4. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  24908-30012 新家歯科医院 〒910-4103 0776-78-7222新家　信行 新家　信行 昭63. 8. 8歯   小歯 歯外診療所
     あわら市二面１－１００８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 8. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25008-30038 高木歯科医院 〒919-0632 0776-73-0304高木　奉文 高木　奉文 昭44. 5.28歯   診療所
     あわら市春宮３－８－１０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 5.28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25108-30053 津谷歯科医院 〒919-0621 0776-73-3998津谷　啓治 津谷　啓治 昭51.10. 9歯   診療所
     あわら市市姫２－２７－２７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.10. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25208-30061 坂野歯科医院 〒919-0628 0776-73-4618坂野　彰 坂野　彰 昭57.10. 1歯   診療所
     あわら市大溝２丁目３４ー１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25308-30087 山本歯科医院 〒922-0679 0776-75-1915山本　徹 山本　徹 平 9. 8. 1歯   診療所
     あわら市吉崎１－１０９ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25408-30095 かつら歯科クリニック〒919-0628 0776-73-5588坪田　桂 坪田　桂 平21. 5.20歯   歯外 小歯診療所
     あわら市大溝１丁目５－１０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 5.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25508-30103 こいで歯科医院 〒910-4105 0776-78-6481小出　洋平 小出　洋平 平23.11. 1歯   診療所
     あわら市舟津第４８号１６番地１常　勤:    1 組織変更 現存
     (歯       1) 平29.11. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25608-30111 加納病院 〒919-0633 0776-73-1001医療法人　泉壽会　理中川　智和 平26. 3.24歯   小歯 矯歯病院
     あわら市花乃杜１－２－３９ 常　勤:    2事長　中川　智和 新規 歯外 現存
     (医       1) 平26. 3.24
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25708-30129 齊藤歯科医院 〒910-4105 0776-78-7337齊藤　愛夫 齊藤　愛夫 平29. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     あわら市舟津９－２９ 常　勤:    4 移転 現存
     (歯       4) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25808-30137 澤井歯科医院 〒919-0632 0776-73-0303澤井　昭博 澤井　昭博 平30. 4. 1歯   小歯 診療所
     あわら市春宮二丁目５番３３号 常　勤:    2 移転 現存
     (歯       2) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  25916-30049 伊藤医院歯科 〒910-1117 0776-61-0003伊藤　悦 伊藤　悦 昭57. 3.10歯   診療所
     吉田郡永平寺町松岡神明３－５８常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 3.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26016-30056 青木歯科 〒910-1212 0776-63-3770青木　俊昌 青木　俊昌 平 5. 7.20歯   小歯 診療所
     吉田郡永平寺町東古市１０－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 7.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26116-30064 あずま歯科医院 〒910-1106 0776-61-7555東　治匡 東　治匡 平11. 5. 6歯   小歯 診療所
     吉田郡永平寺町松岡御公領９０４常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 5. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26216-30072 英歯科 〒910-1326 0776-64-3207英　敦子 英　敦子 平14. 1.15歯   診療所
     吉田郡永平寺町牧福島１７字久保常　勤:    1 新規 現存
     田１１番１ (歯       1) 平26. 1.15
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26316-30080 中村歯科クリニック 〒910-1134 0776-61-7300中村　克宏 中村　克宏 平14. 5.22歯   小歯 診療所
     吉田郡永平寺町松岡芝原１丁目７常　勤:    1 新規 現存
     １ (歯       1) 平26. 5.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26416-30098 内山歯科医院 〒910-1212 0776-63-2306内山　雅樹 内山　雅樹 平17. 8. 5歯   小歯 歯外診療所
     吉田郡永平寺町東古市１－２－１常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 8. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26516-30106 歯科　毛利医院 〒910-1117 0776-61-0323毛利　吉宏 毛利　吉宏 平25. 1. 1歯   矯歯 診療所
     吉田郡永平寺町松岡神明３－２６常　勤:    2 その他 現存
     (歯       2) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26617-30112 梶川歯科医院 〒910-0236 0776-66-0172梶川　善博 梶川　善博 昭51. 9. 1歯   診療所
     坂井市丸岡町本町２－３８ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26717-30252 清水歯科医院 〒910-0242 0776-67-1600清水　清一郎 清水　清一郎 昭58. 4. 1歯   診療所
     坂井市丸岡町西里丸岡２－３９ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26817-30260 フルハシ歯科 〒919-0465 0776-51-1121古橋　隆 古橋　隆 昭58. 5.14歯   矯歯 歯外診療所
     坂井市春江町江留上新町３６－１常　勤:    2 移転 小歯 現存
     (歯       2) 平28. 5.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  26917-30286 徳増歯科医院 〒910-0246 0776-66-0515徳増　孝一 徳増　孝一 昭59. 4. 2歯   診療所
     坂井市丸岡町西瓜屋２－１２－１常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 4. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27017-30294 吉本歯科医院 〒913-0016 0776-82-2258吉本　清彦 吉本　清彦 昭60. 7.12歯   小歯 診療所
     坂井市三国町三国東３－１２－２常　勤:    1 移転 現存
     ０ (歯       1) 平24. 7.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27117-30336 南後歯科医院 〒919-0521 0776-67-3535南後　康治 南後　康治 平 2. 7.11歯   診療所
     坂井市坂井町下新庄１８－５－１常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 7.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27217-30351 小原歯科医院 〒910-0243 0776-66-0447小原　浩之 小原　浩之 平 3. 4. 1歯   診療所
     坂井市丸岡町石城戸町２－９ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27317-30377 大野歯科医院 〒919-0452 0776-51-0265大野　好子 大野　好子 平 3. 8. 1歯   小歯 診療所
     坂井市春江町江留上本町６－１４常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27417-30393 西田歯科医院 〒910-0367 0776-67-4050西田　吉寛 西田　吉寛 平 4. 6. 1歯   診療所
     坂井市丸岡町羽崎１２－１４－１常　勤:    1 新規 現存
     ０ (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27517-30401 阿部歯科医院 〒913-0048 0776-82-7750阿部　清孝 阿部　清孝 平 4. 9.12歯   小歯 歯外診療所
     坂井市三国町緑ケ丘４－２０－２常　勤:    1 新規 現存
     １ (歯       1) 平28. 9.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27617-33025 城戸歯科医院 〒919-0413 0776-51-0214医療法人　城戸歯科医城戸　雅和 平17. 2. 1歯   矯歯 小歯診療所
     坂井市春江町随応寺２１－１７ 常　勤:    2院　理事長　城戸　雅 組織変更 現存
     (歯       2)和 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27717-33033 畑歯科医院 〒913-0046 0776-82-0308畑　陽子 畑　陽子 平17. 4.25歯   診療所
     坂井市三国町北本町４丁目１－１常　勤:    1 新規 現存
     ３ (歯       1) 平29. 4.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27817-33041 森瀬歯科医院 〒919-0527 0776-72-1060森瀬　幸子 森瀬　幸子 平17. 5. 6歯   矯歯 小歯診療所
     坂井市坂井町下兵庫５１字石塚越常　勤:    2 移転 歯外 現存
     １０－１１ (歯       2) 平29. 5. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  27917-33058 霞歯科クリニック 〒910-0252 0776-67-6480医療法人　福成会　理成（福山）　昌 平17. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     坂井市丸岡町御幸１丁目３４ 常　勤:    1事長　福山　昌 組織変更 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28017-33066 田中歯科医院 〒913-0043 0776-82-0154医療法人　田中歯科医田中　康夫 平18. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     坂井市三国町錦３－３－１６ 常　勤:    3院　理事長　田中　康 組織変更 現存
     (歯       3)夫 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28117-33074 まめだ歯科医院 〒919-0431 0776-58-3520前川　秀信 前川　秀信 平19. 4.25歯   矯歯 小歯診療所
     坂井市春江町為国２２－６－３８常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平25. 4.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28217-33090 本堂歯科 〒913-0016 0776-81-6480本堂　隆男 本堂　隆男 平20. 2. 3歯   小歯 歯外診療所
     坂井市三国町三国東７－２－１４常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 2. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28317-33108 さかい生協歯科診療所〒910-0375 0776-67-6333福井県医療生活協同組谷口　昭浩 平23. 3. 1歯   小歯 矯歯診療所
     坂井市丸岡町南横地４－４０ 常　勤:    1合　理事長　大門　和 新規 現存
     (歯       1) 平29. 3. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28417-33116 ふみむら歯科クリニッ〒919-0476 0776-51-1113文村　武史 文村　武史 平25. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 坂井市春江町針原１３－１４－３常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28517-33124 島崎歯科医院 〒919-0404 0776-72-3322島崎　盾詩 島崎　盾詩 平26. 2. 3歯   矯歯 小歯診療所
     坂井市春江町西長田４０－４５－常　勤:    1 新規 歯外 現存
     ３ (歯       1) 平26. 2. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28617-33132 ふじい歯科クリニック〒910-0233 0776-66-8020藤井　敬也 藤井　敬也 平29. 6. 1歯   小歯 矯歯診療所
     坂井市丸岡町東陽２丁目４４－１常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28717-33140 いちかわ歯科クリニッ〒919-0464 0776-51-1118市川　大以 市川　大以 平29. 9. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ク 坂井市春江町江留上錦６０－２ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)



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

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

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

  28817-33157 吉政歯科・矯正歯科ク〒910-0372 0776-59-3933医療法人　如水会　理広川　和孝 平29.10. 2歯   矯歯 小歯診療所
     リニック 坂井市丸岡町吉政８－８－３１ 常　勤:    1事長　広川　和孝 組織変更 現存
     (歯       1) 平29.10. 2
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28918-33023 医療法人　やまざき歯〒910-2512 0778-44-6534医療法人　やまざき歯山﨑　治和 平14. 1. 1歯   小歯 診療所
     科 今立郡池田町稲荷３４号２４番地常　勤:    1科　理事長　山﨑　治 組織変更 現存
     の１ (歯       1)和 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29019-30019 斎藤歯科医院 〒919-0131 0778-45-0138斎藤　諭 斎藤　諭 平 7.10. 4歯   診療所
     南条郡南越前町今庄７６－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.10. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29119-30027 はこだ歯科医院 〒919-0223 0778-47-3007箱田　信之 箱田　信之 平 8. 4. 5歯   小歯 診療所
     南条郡南越前町東大道３２－１９常　勤:    1 新規 現存
     －１ (歯       1) 平29. 4. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29220-30066 相馬歯科医院 〒916-0204 0778-36-1611相馬　晃人 相馬　晃人 昭63. 8. 6歯   診療所
     丹生郡越前町中８－８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 8. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29320-30082 山田歯科医院 〒916-0133 0778-34-2226山田　悦弘 山田　悦弘 平 3.12. 6歯   矯歯 診療所
     丹生郡越前町気比庄５－７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27.12. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29420-30108 丹原歯科医院 〒916-0215 0778-36-0159丹原　俊彦 丹原　俊彦 平 5. 7. 1歯   診療所
     丹生郡越前町織田４２－７５ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平29. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29520-30140 遠矢歯科医院 〒916-0141 0778-34-0202遠矢　東昭 遠矢　東昭 平10. 9. 7歯   矯歯 小歯診療所
     丹生郡越前町西田中第１６号１番常　勤:    2 交代 現存
     地の１ (歯       2) 平28. 9. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29620-30157 岸デンタルクリニック〒916-0422 0778-37-2900岸　一雄 岸　一雄 平12.12.11歯   小歯 歯外診療所
     丹生郡越前町厨第７１号３２６番常　勤:    1 新規 現存
     地１地先アクティブハウス越前２(歯       1) 平24.12.11
     Ｆ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  29720-30181 三好歯科　宮崎分院 〒916-0272 0778-32-3336林　秀秋 林　秀秋 平18. 6. 1歯   矯歯 小歯診療所
     丹生郡越前町樫津１－２ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29821-30049 田辺歯科医院 〒919-1141 0770-32-2288田邊　富一 田邊　富一 昭59. 4. 9歯   診療所
     三方郡美浜町郷市１９－３４－２常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 4. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29921-30064 市川歯科医院 〒919-1138 0770-32-2122市川　正人 市川　正人 平元.11.21歯   診療所
     三方郡美浜町河原市３－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.11.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30021-30106 みはまデンタルクリニ〒919-1205 0770-37-2200松本　英一 松本　英一 平10.12. 2歯   診療所
     ック 三方郡美浜町佐田６２－３２－１常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.12. 2
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30123-30045 新谷歯科医院 〒919-2225 0770-72-0506新谷　肇 新谷　肇 昭51. 9. 1歯   診療所
     大飯郡高浜町宮崎７４字島ノ内８常　勤:    1 新規 休止
     ー９ (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30223-33007 医療法人　池田歯科医〒919-2227 0770-72-0020医療法人　池田歯科医池田　隆太郎 平元. 7. 1歯   診療所
     院 大飯郡高浜町若宮２号６番地 常　勤:    1院　理事長　池田　隆 組織変更 休止
     (歯       1)太郎 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30323-33015 歯科三宅医院 〒919-2111 0770-77-0037医療法人　歯科三宅医三宅　一誠 平 3. 6. 1歯   診療所
     大飯郡おおい町本郷１３９－１２常　勤:    1院　理事長　三宅　一 組織変更 現存
     (歯       1)誠 平30. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30423-33023 医療法人　堀口会　堀〒919-2111 0770-77-1188医療法人　堀口会　理堀口　靖史 平 7. 1. 6歯   診療所
     口歯科医院 大飯郡おおい町本郷１３４字下小常　勤:    1事長　堀口　靖史 交代 現存
     島１ (歯       1) 平28. 1. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30523-33049 池田第二歯科 〒919-2225 0770-72-6480池田　英一 池田　英一 平16. 2.23歯   矯歯 小歯診療所
     大飯郡高浜町宮崎６４－１０－２常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平28. 2.23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  30623-33056 工藤デンタルクリニッ〒917-0383 工藤　剛俊 工藤　剛俊 平11. 4. 1歯   診療所
     ク 大飯郡おおい町名田庄下６－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30723-33080 わかさ歯科医院 〒919-2382 0770-72-7271井上　元博 井上　元博 平26.12. 1歯   小歯 診療所
     大飯郡高浜町東三松２１－１０ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30824-30001 医療法人　中村歯科医〒919-1305 0770-45-0020医療法人　中村歯科医中村　孝久 平 6. 4. 1歯   診療所
     院 三方上中郡若狭町北前川４３－３常　勤:    1院　理事長　中村　孝 組織変更 現存
     ２－１ (歯       1)久 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30924-30019 かみなか歯科医院 〒919-1541 0770-62-1789田中　順一郎 田中　順一郎 平 6. 9. 1歯   診療所
     三方上中郡若狭町市場２１－８－常　勤:    2 交代 現存
     ７ (歯       2) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31024-30035 若狭町国民健康保険　〒919-1313 0770-45-1253若狭町長　森下　裕 岩田　竹矢 平17. 4. 1歯   診療所
     三方診療所 三方上中郡若狭町横渡１－４－１常　勤:    2 その他 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31124-30043 楓歯科医院 〒919-1557 0770-57-1660畦平　一郎 畦平　一郎 平27.11. 4歯   診療所
     三方上中郡若狭町上野木５３－９常　勤:    1 新規 現存
     －１ (歯       1) 平27.11. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31280-30011 福井大学医学部附属病〒910-1193 0776-61-3111国立大学法人　福井大腰地　孝昭 昭62. 8. 1歯外 地域支援
     院 吉田郡永平寺町松岡下合月２３－常　勤:    7学長　眞弓　光文 その他 特定機能
     ３ (医       1) 平29. 8. 1 病院
     (歯       6) 現存
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31380-30029 独立行政法人　国立病〒914-0144 0770-25-1600独立行政法人　国立病半田　裕二 平15. 7. 1歯   病院
     院機構　敦賀医療セン敦賀市桜ケ丘町３３－１ 常　勤:    1院機構　理事長　楠岡 新規 現存
     ター (医       1)　英雄 平27. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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    105-14149 臼井眼科・歯科医院 〒912-0081 0779-66-2063医療法人　臼井医院　臼井　淳 平 3.12. 2一般 診療所
     (05-33079 ) 大野市元町９－１６ 常　勤:    2理事長　臼井　淳 組織変更     一般 現存
     (医       1) 平27.12. 2眼   歯   
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    224-10130 若狭町国民健康保険上〒919-1541 0770-62-1188若狭町長　森下　裕 長谷　健司 平28. 4. 1一般        19診療所
     (24-30050 ) 中診療所 三方上中郡若狭町市場第１９号５常　勤:    3 組織変更 内   小   整外現存
     番地 (医       2) 平28. 4. 1リハ 歯   
     (歯       1)
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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