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    101,0080,2 永末歯科医院 〒658-0016 永末　勝利 永末　勝利 昭46.11. 1歯   診療所
     神戸市東灘区本山中町１－１３－常　勤:    1 現存
     ２１ (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201,0086,9 中尾歯科医院 〒658-0081 078-411-9268中尾　薫 中尾　薫 昭48. 1. 1歯   歯外 診療所
     神戸市東灘区田中町１－２－８ 常　勤:    3 現存
     (歯       3) 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    301,0089,3 森歯科医院 〒658-0025 森　章一 森　章一 昭48. 8. 1歯   診療所
     神戸市東灘区魚崎南町４－１０－常　勤:    1 現存
     ２５ (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    401,0102,4 坂田歯科医院 〒658-0046 078-851-2580坂田　勝憲 坂田　勝憲 昭50. 7. 1歯   診療所
     神戸市東灘区御影本町６－２－１常　勤:    1 現存
     ９ (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    501,0104,0 ヌマタ歯科医院 〒658-0054 078-811-2276沼田　昭浩 沼田　昭浩 昭50. 8. 1歯   診療所
     神戸市東灘区御影中町３－１－２常　勤:    2 現存
     １ (歯       2) 平29. 8. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    601,0112,3 入船歯科医院 〒658-0047 078-811-8684入船　忠史 入船　忠史 昭52. 5. 1歯   診療所
     神戸市東灘区御影２丁目３－１５常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    701,0119,8 藤原歯科医院 〒658-0021 藤原　知行 藤原　知行 昭53.11. 1歯   診療所
     神戸市東灘区深江本町２－１１－常　勤:    1 現存
     １８ (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    801,0123,0 堀江歯科医院 〒658-0081 078-453-6481堀江　辰彦 堀江　辰彦 昭54. 4. 1歯   診療所
     神戸市東灘区田中町５－１－１２常　勤:    1 現存
     東灘スカイマンション１０４ (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    901,0124,8 吉川歯科医院 〒658-0014 078-453-4188吉川　涼一 吉川　涼一 昭54. 6. 1歯   診療所
     神戸市東灘区北青木４－１７－３常　勤:    2 現存
     摂津コーラルハイツ２０６号 (歯       2) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1001,0125,5 辻本歯科医院 〒658-0013 078-452-2778辻本　寿夫 辻本　寿夫 昭54. 8. 1歯   診療所
     神戸市東灘区深江北町１－７－２常　勤:    1 現存
     ２ (歯       1) 平24. 8. 1
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   1101,0129,7 小宮山歯科医院 〒658-0013 小宮山　寛芳 小宮山　寛芳 昭55. 6. 1歯   診療所
     神戸市東灘区深江北町４－１１－常　勤:    1 現存
     ３５ (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1201,0132,1 岡田歯科医院 〒658-0073 078-452-8245岡田　充彦 岡田　充彦 昭56. 2. 1歯   診療所
     神戸市東灘区西岡本３丁目１－７常　勤:    1 現存
     ヒルハウス岡本１０２ (歯       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1301,0134,7 神田歯科医院 〒658-0013 078-441-5223神田　孝平 神田　孝平 昭56. 3. 1歯   診療所
     神戸市東灘区深江北町３－４－２常　勤:    1 現存
     ３深江ハイツ２階 (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1401,0136,2 ヨネダ歯科医院 〒658-0052 078-841-6871米田　光孝 米田　光孝 昭56. 6. 1歯   診療所
     神戸市東灘区住吉東町４－４－１常　勤:    1 現存
     ０ (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1501,0142,0 上仲歯科 〒658-0053 078-821-0233上仲　均 上仲　均 昭57. 5. 1歯   診療所
     神戸市東灘区住吉宮町３－１６－常　勤:    1 現存
     １０桶本産業ビル１階 (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1601,0147,9 奥野歯科医院 〒658-0015 078-452-8325奥野　一平 奥野　一平 昭59. 5. 1歯   診療所
     神戸市東灘区本山南町１－４－３常　勤:    1 現存
     ３グリーンエクセル深江 (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1701,0149,5 なかむら歯科医院 〒658-0083 078-451-6123中村　公隆 中村　公隆 昭59. 7. 1歯   診療所
     神戸市東灘区魚崎中町１－１－１常　勤:    1 現存
     ５－１１７ジークレフ青木 (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1801,0151,1 松戸歯科医院 〒658-0083 078-451-0115松戸　博 松戸　博 昭59. 9. 1歯   診療所
     神戸市東灘区魚崎中町４－８－１常　勤:    1 現存
     魚崎ビル１階 (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1901,0157,8 松田歯科医院 〒658-0081 078-411-3420松田　純一郎 松田　純一郎 昭63. 1. 1歯   診療所
     神戸市東灘区田中町２－１２－１常　勤:    1 現存
     ４ (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2001,0158,6 タケモト歯科 〒658-0032 078-857-2288武本　成男 武本　成男（ 成男）昭63. 4. 1歯   診療所
     神戸市東灘区向洋町中５－１－５常　勤:    2 現存
     ２１－１０２ (歯       2) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2101,0160,2 佐藤歯科医院 〒658-0065 078-851-8850佐藤　淑郎 佐藤　淑郎 昭63. 6. 1歯   小歯 診療所
     神戸市東灘区御影山手４－１６－常　勤:    1 現存
     １４ (歯       1) 平30. 6. 1
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   2201,0161,0 徐小児歯科 〒658-0047 078-842-5000八木　成徳 八木　成徳 昭63. 7. 1小歯 診療所
     神戸市東灘区御影２丁目１０番３常　勤:    1 現存
     １号 (歯       1) 平24. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2301,0168,5 石崎歯科医院 〒658-0082 078-411-2407石崎　順啓 石崎　順啓 平 2. 1. 1歯   診療所
     神戸市東灘区魚崎北町１－５－１常　勤:    4 現存
     ８ (歯       4) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2401,0169,3 岩本歯科医院 〒658-0054 078-854-1182岩本　正人 岩本　正人 平 2. 4. 1歯   診療所
     神戸市東灘区御影中町７－８－１常　勤:    1 現存
     ６第２都ビル２階 (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2501,0170,1 高橋歯科医院 〒658-0046 078-851-8689高橋　伸六 高橋　伸六 平 2. 4. 1歯   診療所
     神戸市東灘区御影本町６－８－９常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2601,0171,9 寺内歯科医院 〒658-0083 078-413-5177寺内　昇二 寺内　昇二 平 2. 4. 1歯   診療所
     神戸市東灘区魚崎中町２－１－２常　勤:    1 現存
     ４ (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2701,0172,7 藤岡歯科 〒658-0003 078-413-5198藤岡　勝人 藤岡　勝人 平 2. 7. 1歯   診療所
     神戸市東灘区本山北町６－５－２常　勤:    1 現存
     ５ (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2801,0184,2 たつの矯正歯科クリニ〒658-0047 078-845-2888龍野　耕一 龍野　耕一 平 5. 4. 1矯歯 診療所
     ック 神戸市東灘区御影２丁目２－１３常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2901,0186,7 堤歯科医院 〒658-0051 078-821-8817医療法人社団　堤歯科堤　隆夫 平 5. 5. 1歯   診療所
     神戸市東灘区住吉本町１－７－２常　勤:    1医院　理事長　堤　隆 現存
     (歯       1)夫 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3001,0187,5 小林歯科医院 〒658-0012 078-413-2030医療法人社団　小林歯小林　文夫 平 5. 5. 1歯   歯外 診療所
     神戸市東灘区本庄町２－５－１２常　勤:    4科医院　理事長　小林 現存
     ファミール東灘壱番館 (歯       4)　文夫 平29. 5. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   3101,0188,3 遠藤歯科クリニック 〒658-0084 078-453-6480遠藤　寿一 遠藤　寿一 平 5. 6. 1歯   診療所
     神戸市東灘区甲南町３－８－２３常　勤:    1 現存
     西山マンション２階 (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3201,0191,7 森歯科クリニック 〒658-0047 078-821-1119森　充範 森　充範 平 5. 8. 1歯   診療所
     神戸市東灘区御影２丁目２番１２常　勤:    1 現存
     号カサ御影２階 (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3301,0194,1 黒川歯科 〒658-0052 078-822-8487黒川　文典 黒川　文典 平 6. 8. 1歯   診療所
     神戸市東灘区住吉東町４－７－２常　勤:    1 現存
     ７ラフアエラ浅野３０１ (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3401,0196,6 大倉歯科医院 〒658-0052 078-851-9131大倉　明子 大倉　明子 平 7. 3. 1歯   診療所
     神戸市東灘区住吉東町３－１５－常　勤:    1 現存
     １８ (歯       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3501,0197,4 中川歯科医院 〒658-0072 078-452-0820中川　眞 中川　眞 平 7. 4. 1歯   診療所
     神戸市東灘区岡本１－４－２７第常　勤:    1 現存
     ２オギタビル２階 (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3601,0199,0 芝辻歯科医院 〒658-0003 078-453-0773芝辻　正樹 芝辻　正樹 平 7. 4. 1歯   診療所
     神戸市東灘区本山北町３－５－１常　勤:    1 現存
     ６アカカベビル２階 (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3701,0202,2 藤本歯科医院 〒658-0083 078-411-3925藤本　直樹 藤本　直樹 平 7. 6. 1歯   小歯 診療所
     神戸市東灘区魚崎中町３－４－２常　勤:    4 現存
     ７ (歯       4) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3801,0203,0 高木デンタルクリニッ〒658-0016 078-451-7161高木　英也 高木　英也 平 7. 8. 1歯   診療所
     ク 神戸市東灘区本山中町４－１８－常　勤:    1 現存
     １４－２０２ (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3901,0205,5 飯田歯科医院 〒658-0025 078-451-4164飯田　和男 飯田　和男 平 7.11. 1歯   診療所
     神戸市東灘区魚崎南町２－１１－常　勤:    1 現存
     ７ (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4001,0206,3 栗林歯科 〒658-0072 078-413-8046栗林　甚博 栗林　甚博 平 8. 2. 1歯   診療所
     神戸市東灘区岡本２－７－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4101,0207,1 雨ノ神歯科 〒658-0051 078-822-4545医療法人社団　雨ノ神石田　寿夫 平 8. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     神戸市東灘区住吉本町２－２４－常　勤:    1歯科　理事長　石田　 歯外 現存
     ２１ (歯       1)寿夫 平29. 4. 1
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   4201,0208,9 なかた歯科医院 〒658-0084 078-451-7844中田　惠介 中田　惠介 平 8. 5. 1歯   診療所
     神戸市東灘区甲南町３－１－２７常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4301,0209,7 森岡歯科医院 〒658-0011 078-431-0010森岡　芳樹 森岡　芳樹 平 8. 5. 1歯   診療所
     神戸市東灘区森南町１－４－４ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4401,0210,5 ほほえみ歯科 〒658-0015 078-413-4180陳　瑩美 陳　瑩美 平 8. 9. 1歯   矯歯 小歯診療所
     神戸市東灘区本山南町６－７－８常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4501,0211,3 タニダ歯科医院 〒658-0054 078-821-2100谷田　雅弘 谷田　雅弘 平 8.10. 1歯   歯外 診療所
     神戸市東灘区御影中町２－６－１常　勤:    2 現存
     ０ (歯       2) 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4601,0213,9 木村歯科医院 〒658-0072 078-411-1520木村　光延 木村　光延 平 9. 1. 1歯   診療所
     神戸市東灘区岡本４－７－６ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4701,0214,7 船岡歯科医院 〒658-0021 078-453-4820医療法人社団船岡歯科船岡　勝博 平 9. 3. 1歯   小歯 診療所
     神戸市東灘区深江本町３－６－１常　勤:    1医院　理事長　船岡　 現存
     (歯       1)勝博 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4801,0215,4 筒井歯科医院 〒658-0015 078-431-6776筒井　攝 筒井　攝 平 9. 4. 1歯   診療所
     神戸市東灘区本山南町４－１－１常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4901,0216,2 尾埜歯科医院 〒658-0032 078-846-2306尾埜　文彦 尾埜　文彦 平 9. 7. 1歯   診療所
     神戸市東灘区向洋町中２－１０六常　勤:    1 新規 現存
     甲アイランドビル２階 (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5001,0217,0 ふじ歯科医院 〒658-0064 078-822-8020藤　之男 藤　之男 平 9.11. 1歯   診療所
     神戸市東灘区鴨子ヶ原３－２５－常　勤:    2 新規 現存
     ３５ (歯       2) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5101,0218,8 松井歯科医院 〒658-0013 078-451-6227松井　秀成 松井　秀成 平 9.11. 1歯   診療所
     神戸市東灘区深江北町２丁目９ー常　勤:    2 移動 現存
     ２ (歯       2) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   5201,0219,6 もり歯科クリニック 〒658-0016 078-452-0148森　良順 森　良順 平10. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     神戸市東灘区本山中町３丁目２－常　勤:    1 移動 現存
     ２４ (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5301,0222,0 たかぎ歯科医院 〒658-0081 078-411-5600髙木　景子 髙木　景子 平10. 4. 1歯   小歯 診療所
     神戸市東灘区田中町１丁目１１－常　勤:    1 新規 現存
     １９本山マンション２０３ (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5401,0223,8 おおや歯科クリニック〒658-0001 078-435-1211大矢　敏之 大矢　敏之 平10. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     神戸市東灘区森北町１丁目５－１常　勤:    2 新規 現存
     ３カ・セレナ甲南山手２階 (歯       2) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5501,0224,6 ふるいち歯科医院 〒658-0032 078-858-1182古市　英史 古市　英史 平10. 4. 1歯   診療所
     神戸市東灘区向洋町中７丁目１－常　勤:    1 新規 現存
     ５－１０３ (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5601,0225,3 渡辺歯科クリニック 〒658-0072 078-413-4184渡邉　史彦 渡邉　史彦 平10. 4. 1歯   小歯 診療所
     神戸市東灘区岡本１丁目４－５置常　勤:    1 移動 現存
     塩ビル (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5701,0226,1 おおの歯科クリニック〒658-0051 078-822-8241大野　憲 大野　憲 平10. 5. 1歯   診療所
     神戸市東灘区住吉本町２丁目１４常　勤:    1 新規 現存
     －１９山口ビル２階 (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5801,0227,9 江藤歯科口腔外科クリ〒658-0047 078-851-0010江藤　嘉記 江藤　嘉記 平10. 7. 1歯   歯外 小歯診療所
     ニック 神戸市東灘区御影２丁目１９－５常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5901,0230,3 宮脇歯科 〒658-0032 078-858-4182宮脇　正治 宮脇　正治 平10.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     神戸市東灘区向洋町中５丁目１－常　勤:    1 新規 歯外 現存
     ５２４－１１６ (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6001,0232,9 久保矯正歯科クリニッ〒658-0003 078-451-6512久保　端生 久保　端生 平11. 4. 1矯歯 診療所
     ク 神戸市東灘区本山北町３－８－７常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6101,0233,7 おかもと歯科 〒658-0011 078-431-8811岡本　基良 岡本　基良 平11. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     神戸市東灘区森南町１丁目１３－常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     ４甲南山手岡本ビル１階 (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6201,0235,2 関川歯科医院 〒658-0082 078-411-2603関川　明人 関川　明人 平12. 1. 1歯   診療所
     神戸市東灘区魚崎北町５－７－１常　勤:    2 交代 現存
     ０ (歯       2) 平30. 1. 1
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   6301,0237,8 くらたに歯科クリニッ〒658-0016 078-435-2078鞍谷　尚子 鞍谷　尚子 平12. 3. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ク 神戸市東灘区本山中町４－５－１常　勤:    1 新規 現存
     ７ハイム本山ギャラリーコート１(歯       1) 平30. 3. 1
     階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6401,0238,6 古川歯科医院 〒658-0051 078-851-4154西川　園子 西川　園子 平12. 4. 1歯   診療所
     神戸市東灘区住吉本町２丁目１３常　勤:    1 交代 現存
     －５ (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6501,0239,4 森岡歯科口腔外科 〒658-0081 078-413-3300森岡　聡 森岡　聡 平12. 5. 1歯   歯外 診療所
     神戸市東灘区田中町１－９－１０常　勤:    1 新規 現存
     アズミー南ビル３０２号・３０３(歯       1) 平30. 5. 1
     号
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6601,0240,2 石田歯科医院 〒658-0053 078-851-9266石田　浩太郎 石田　浩太郎 平12. 5. 1歯   診療所
     神戸市東灘区住吉宮町４－３－１常　勤:    1 交代 現存
     ３東急ドエルアルス住吉駅前２０(歯       1) 平30. 5. 1
     ４
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6701,0242,8 久野木歯科クリニック〒658-0046 078-854-8054久野木　尚彦 久野木　尚彦 平12.10. 1歯   小歯 診療所
     神戸市東灘区御影本町６丁目１２常　勤:    1 新規 現存
     －１３セファミ御影１階 (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6801,0243,6 岡田歯科 〒658-0072 078-453-4601医療法人社団岡田歯科岡田　知久 平12.10. 1歯   診療所
     神戸市東灘区岡本１丁目３－１９常　勤:    2　理事長　岡田　知久 移動 現存
     (歯       2) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6901,0244,4 倉井歯科医院 〒658-0016 078-441-2664倉井　光輝 倉井　光輝 平13. 1. 1歯   診療所
     神戸市東灘区本山中町３－２－８常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7001,0245,1 こいずみ歯科医院 〒658-0081 078-436-1180小泉　尚司 小泉　尚司 平13. 1. 1歯   小歯 診療所
     神戸市東灘区田中町１丁目１４－常　勤:    1 新規 現存
     ２３ハイツ本山１０３号 (歯       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7101,0246,9 堀沢歯科医院 〒658-0046 078-842-0739医療法人社団堀沢歯科堀澤　等 平13. 1. 1歯   診療所
     神戸市東灘区御影本町２丁目１５常　勤:    1医院　理事長　堀澤　 組織変更 現存
     －２ (歯       1)等 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7201,0247,7 佐治歯科医院 〒658-0053 078-811-7771佐治　隆 佐治　隆 平13. 8. 1歯   小歯 診療所
     神戸市東灘区住吉宮町４－４－１常　勤:    1 移動 現存
     －２０２ (歯       1) 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   7301,0248,5 にい歯科矯正歯科 〒658-0027 078-431-6500新居　泰浩 新居　泰浩 平13.12. 1歯   矯歯 小歯診療所
     神戸市東灘区青木５－４－１２斉常　勤:    1 新規 歯外 現存
     部ビル１階 (歯       1) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7401,0250,1 村上ちなつ矯正歯科 〒658-0013 078-452-8555村上　千夏 村上　千夏 平14. 3. 1矯歯 診療所
     神戸市東灘区深江北町４－１１－常　勤:    1 新規 現存
     ６ワコーレ深江駅前ハーモニーガ(歯       1) 平26. 3. 1
     ーデン２０１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7501,0252,7 松岡小児歯科クリニッ〒658-0072 078-453-9004松岡　貴史 松岡　貴史 平14. 5. 1小歯 診療所
     ク 神戸市東灘区岡本１丁目９－２８常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7601,0253,5 浜田歯科医院 〒658-0051 078-811-8822濵田　邦夫 濵田　邦夫 平14. 5. 1歯   診療所
     神戸市東灘区住吉本町１－７－８常　勤:    1 移動 現存
     アバニティ住吉 (歯       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7701,0254,3 いけだ歯科 〒658-0053 078-822-0280池田　日出夫 池田　日出夫 平14.12. 1歯   小歯 歯外診療所
     神戸市東灘区住吉宮町５－１－３常　勤:    2 新規 矯歯 現存
     １ (歯       2) 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7801,0256,8 まえいわ歯科医院 〒658-0081 078-413-8281前岩　修 前岩　修 平15. 7. 1歯   小歯 診療所
     神戸市東灘区田中町１丁目１－１常　勤:    1 新規 現存
     ５きらり神戸２０２号 (歯       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7901,0257,6 花岡歯科医院 〒658-0046 078-842-3700花岡　順代 花岡　順代 平15. 6.23歯   小歯 歯外診療所
     神戸市東灘区御影本町４－７駅前常　勤:    2 交代 現存
     上田ビル２階 (歯       2) 平27. 6.23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8001,0258,4 はしもと歯科医院 〒658-0015 078-453-4618橋本　猛春 橋本　猛春 平15. 9. 1歯   小歯 診療所
     神戸市東灘区本山南町９丁目４－常　勤:    1 新規 現存
     ３２ (歯       1) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8101,0259,2 にん歯科クリニック 〒658-0073 078-452-6122任　順興 任　順興 平16. 2. 1歯   小歯 歯外診療所
     神戸市東灘区西岡本２丁目２６－常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     １－１３２ (歯       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8201,0260,0 厚味歯科医院 〒658-0072 078-411-1358厚味　真二 厚味　真二 平16. 4. 1歯   小歯 診療所
     神戸市東灘区岡本１丁目１２番１常　勤:    1 交代 現存
     ３号 (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［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     9 頁

   8301,0261,8 いけざわ歯科医院 〒658-0051 078-858-8217池澤　一彦 池澤　一彦 平16. 5. 1歯   小歯 診療所
     神戸市東灘区住吉本町１丁目２３常　勤:    1 新規 現存
     －１３ＹＡＭＡＧＵＣＨＩⅢ２階(歯       1) 平28. 5. 1
     ２０２号 非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8401,0262,6 橋本歯科 〒658-0047 078-856-8418橋本　信行 橋本　信行 平16. 5. 1歯   小歯 診療所
     神戸市東灘区御影２丁目２番１－常　勤:    1 新規 現存
     ２０４号 (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8501,0263,4 田中歯科 〒658-0054 078-821-5113田中　浩三 田中　浩三 平16. 8. 1歯   小歯 歯外診療所
     神戸市東灘区御影中町８－５－５常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8601,0264,2 井上歯科医院 〒658-0014 078-431-0169井上　昌孝 井上　昌孝 平17. 2. 1歯   診療所
     神戸市東灘区北青木４丁目１０－常　勤:    1 新規 現存
     ４ (歯       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8701,0266,7 佐本歯科クリニック 〒658-0048 078-857-3080佐本　佳世子 佐本　佳世子 平17.11. 1歯   小歯 診療所
     神戸市東灘区御影郡家１丁目２５常　勤:    1 新規 現存
     番１２号グレイス御影１０２号室(歯       1) 平29.11. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8801,0267,5 にしむら歯科医院 〒658-0013 078-413-8280西村　則彦 西村　則彦 平17.11. 1歯   歯外 小歯診療所
     神戸市東灘区深江北町４丁目８番常　勤:    1 新規 現存
     ６号宮脇ビル２０１ (歯       1) 平29.11. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8901,0269,1 たかはし歯科 〒658-0016 078-451-6480高橋　進吾 高橋　進吾 平18. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     神戸市東灘区本山中町４丁目８－常　勤:    2 新規 歯外 現存
     ８ (歯       2) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9001,0270,9 ゆりのきデンタルクリ〒658-0051 078-842-9123岩村　将樹 岩村　将樹 平18. 9. 1歯   診療所
     ニック 神戸市東灘区住吉本町３丁目４－常　勤:    1 新規 現存
     １５ (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9101,0272,5 いちご歯科医院 〒658-0082 078-453-1705市後　成樹 市後　成樹 平19. 3. 1歯   小歯 診療所
     神戸市東灘区魚崎北町５丁目８－常　勤:    1 新規 現存
     ２６ (歯       1) 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   9201,0273,3 ふじもり歯科クリニッ〒658-0081 078-413-1718藤森　靖史 藤森　靖史 平19. 4. 1歯   診療所
     ク 神戸市東灘区田中町３－１８－３常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9301,0275,8 なかの歯科 〒658-0015 078-453-4184中野　博光 中野　博光 平19. 9. 1歯   診療所
     神戸市東灘区本山南町２－６－２常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9401,0276,6 かねむら歯科医院 〒658-0025 078-435-0880金村　洋一 金村　洋一 平19.10. 1歯   小歯 診療所
     神戸市東灘区魚崎南町３丁目１２常　勤:    1 新規 現存
     番２号 (歯       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9501,0277,4 下田歯科医院 〒658-0065 078-842-2482下田　重行 下田　重行 平19.12. 1歯   診療所
     神戸市東灘区御影山手１－４－６常　勤:    1 移動 現存
     マンションアフリカ１０１号 (歯       1) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9601,0278,2 福山デンタルクリニッ〒658-0011 078-431-4444福山　房之助 福山　房之助 平20. 1. 1歯   小歯 診療所
     ク 神戸市東灘区森南町１丁目１０－常　勤:    2 新規 現存
     ２カームネスト甲南山手１０２号(歯       2) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9701,0280,8 ともデンタルクリニッ〒658-0082 078-412-1077鷲見　智威 鷲見　智威 平20. 3. 1歯   小歯 診療所
     ク 神戸市東灘区魚崎北町４丁目４－常　勤:    1 新規 現存
     １５サンプラザハイツ１０１号 (歯       1) 平26. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9801,0281,6 山口歯科医院 〒658-0014 078-412-5800山口　英夫 山口　英夫 平20. 3. 1歯   矯歯 小歯診療所
     神戸市東灘区北青木３－４－８ 常　勤:    1 移動 歯外 現存
     (歯       1) 平26. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9901,0283,2 杉本歯科医院 〒658-0027 078-451-0716杉本　吉郎 杉本　吉郎 平20. 5. 1歯   診療所
     神戸市東灘区青木６丁目６番１６常　勤:    1 移動 現存
     －１０８ (歯       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10001,0285,7 中村デンタルクリニッ〒658-0052 078-811-4182中村　俊雄 中村　俊雄 平20. 8. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ク 神戸市東灘区住吉東町５－１－１常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10101,0288,1 えびすデンタルクリニ〒658-0014 078-413-4618胡　克実 胡　克実 平21. 2. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ック 神戸市東灘区北青木３－３－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 2. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  10201,0289,9 あだち歯科医院 〒658-0025 078-431-8111足立　智彦 足立　智彦 平21. 2. 1歯   小歯 診療所
     神戸市東灘区魚崎南町５－１３－常　勤:    2 新規 現存
     １ (歯       2) 平27. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10301,0291,5 かめおか歯科医院 〒658-0054 078-843-3540亀岡　淳史 亀岡　淳史 平21. 3. 1歯   小歯 診療所
     神戸市東灘区御影中町１丁目１３常　勤:    1 新規 現存
     －６ (歯       1) 平27. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10401,0292,3 東歯科診療所 〒658-0045 078-811-6988東　哲一郎 東　哲一郎 平21. 3. 1歯   小歯 診療所
     神戸市東灘区御影石町２丁目１７常　勤:    1 移動 現存
     番９号 (歯       1) 平27. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10501,0293,1 すがたデンタルクリニ〒658-0081 078-891-4488菅田　伸子 菅田　伸子 平21. 4. 1歯   小歯 診療所
     ック 神戸市東灘区田中町１－７－２２常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10601,0294,9 ほんだ歯科クリニック〒658-0054 078-767-0018本多　忠之 本多　忠之 平21. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     神戸市東灘区御影中町１丁目６－常　勤:    1 新規 歯外 現存
     ９ウエダビル４Ｆ (歯       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10701,0295,6 たくみデンタルクリニ〒658-0032 078-843-8041舩井　匠 舩井　匠 平21. 5. 1歯   小歯 診療所
     ック 神戸市東灘区向洋町中５－１５－常　勤:    2 新規 現存
     ４１２ (歯       2) 平27. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10801,0296,4 ふくしま歯科・矯正歯〒658-0046 078-854-1234福島　和弘 福島　和弘 平21. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     科 神戸市東灘区御影本町６丁目１３常　勤:    2 新規 現存
     －３　メゾン御影１Ｆ (歯       2) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10901,0297,2 だいふう歯科 〒658-0072 078-862-6888大封　幸太 大封　幸太 平21. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     神戸市東灘区岡本１－７－７　ピ常　勤:    1 新規 現存
     ア岡本２階 (歯       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11001,0298,0 ながせデンタルクリニ〒658-0013 078-436-0246医療法人社団　ながせ長瀬　弘樹 平21. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ック 神戸市東灘区深江北町３丁目４番常　勤:    4デンタルクリニック　 組織変更 現存
     １２号　クレイントトヤミチ１Ｆ(歯       4)理事長　長瀬　弘樹 平27. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11101,0301,2 しまはらデンタルクリ〒658-0051 078-858-8882島原　武司 島原　武司 平21.10. 1歯   歯外 診療所
     ニック 神戸市東灘区住吉本町１－１－７常　勤:    2 新規 現存
     　住吉ＶＡＬＯＲＥ　２Ｆ (歯       2) 平27.10. 1
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  11201,0302,0 いいだ矯正歯科 〒658-0051 078-201-6145飯田　智和 飯田　智和 平22. 2. 1矯歯 診療所
     神戸市東灘区住吉本町２丁目２４常　勤:    1 新規 現存
     －９－２ (歯       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11301,0303,8 うえむら歯科医院 〒658-0081 078-452-5252上村　美佳 上村　美佳 平22. 3. 1歯   診療所
     神戸市東灘区田中町３丁目１９－常　勤:    1 交代 現存
     １６ (歯       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11401,0304,6 一ツ町歯科 〒658-0053 078-851-1577一ッ町　輝也 一ッ町　輝也 平22. 4. 1歯   診療所
     神戸市東灘区住吉宮町６丁目５－常　勤:    1 交代 現存
     １８ (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11501,0305,3 登利歯科医院 〒658-0045 078-841-3753登利　佳央 登利　佳央 平22. 4. 1歯   診療所
     神戸市東灘区御影石町２丁目１１常　勤:    2 交代 現存
     －１８ (歯       2) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11601,0306,1 おおにしハート歯科 〒658-0051 078-821-0810大西　啓介 大西　啓介 平22. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     神戸市東灘区住吉本町１丁目１１常　勤:    1 新規 現存
     番２８号 (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11701,0307,9 上田歯科医院 〒658-0081 078-411-4350上田　健司 上田　健司 平22. 7. 1歯   小歯 診療所
     神戸市東灘区田中町１丁目１５番常　勤:    2 交代 現存
     ６号 (歯       2) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11801,0308,7 能美歯科クリニック 〒658-0047 078-856-2333能美　茂 能美　茂 平22. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     神戸市東灘区御影２－３２－７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11901,0309,5 稲垣歯科医院 〒658-0048 078-851-9151稲垣　眞一 稲垣　眞一 平22.11. 1歯   診療所
     神戸市東灘区御影郡家２丁目２番常　勤:    1 交代 現存
     ４号 (歯       1) 平28.11. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12001,0310,3 にしまつ歯科クリニッ〒658-0016 078-431-8841西松　成器 西松　成器 平23. 4. 1歯   歯外 小歯診療所
     ク 神戸市東灘区本山中町２－３－１常　勤:    2 新規 現存
     ２メゾン本山中町ＥＡＳＴ１階 (歯       2) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12101,0311,1 いいじま歯科医院 〒658-0021 078-862-3233飯島　正識 飯島　正識 平23. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     神戸市東灘区深江本町３－４－２常　勤:    1 新規 現存
     ７ＳＵＮＭＡＬＬ　ＫＯＨ　１Ｆ(歯       1) 平29. 5. 1
     　
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  12201,0312,9 ゆうまデンタルクリニ〒658-0022 078-453-0828医療法人社団　ゆうま本田　由馬 平23. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ック 神戸市東灘区深江南町２丁目１２常　勤:    1デンタルクリニック　 組織変更 歯外 現存
     －８グリーンコーポ深江１０４ (歯       1)理事長　本田　由馬 平29. 5. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12301,0317,8 オーキッド歯科 〒658-0081 078-431-1212岡田　知子 岡田　知子 平24. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     神戸市東灘区田中町３丁目２－４常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12401,0318,6 うらら歯科医院 〒658-0012 078-412-1221大同　麗 大同　麗 平24. 7.19歯   診療所
     神戸市東灘区本庄町１－１４－２常　勤:    1 移動 現存
     ６ (歯       1) 平24. 7.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12501,0319,4 亀田歯科クリニック 〒658-0011 078-451-8789医療法人社団　亀田歯亀田　悟 平24.10. 1歯   診療所
     神戸市東灘区森南町２丁目６番２常　勤:    1科クリニック　理事長 移動 現存
     ５号 (歯       1)　亀田　悟 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12601,0320,2 魚崎ファミリー・キッ〒658-0026 078-855-4640庄司　武史 庄司　武史 平25. 3. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ズ歯科・矯正歯科 神戸市東灘区魚崎西町３の６の４常　勤:    2 新規 歯外 現存
     モアライフ魚崎１０１ (歯       2) 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12701,0321,0 西岡デンタルクリニッ〒658-0064 078-843-1616西岡　義高 西岡　義高 平25. 3. 1歯   診療所
     ク 神戸市東灘区鴨子ケ原２丁目４－常　勤:    1 交代 現存
     ３５ (歯       1) 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12801,0322,8 かおる歯科クリニック〒658-0011 078-452-3300村田　雄基 村田　雄基 平25. 4. 1歯   診療所
     神戸市東灘区森南町１丁目６番２常　勤:    1 交代 現存
     号　ｆ甲南山手ビル３０１号室 (歯       1) 平25. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12901,0323,6 歯科　りりあ堂 〒658-0081 078-411-5887山下　真有美 山下　真有美 平25. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     神戸市東灘区田中町１丁目１３－常　勤:    1 新規 現存
     ２２本山アーバンライフ１０８ (歯       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13001,0325,1 ママとこどものはいし〒658-0011 078-452-4618柴崎　義貞 柴崎　義貞 平26. 3. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ゃさん　柴崎歯科 神戸市東灘区森南町１丁目１３－常　勤:    2 新規 歯外 現存
     １３－１０１号 (歯       2) 平26. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  13101,0326,9 御影歯科クリニック 〒658-0046 078-842-1181秋山　博道 秋山　博道 平26. 4. 1歯   矯歯 歯外診療所
     神戸市東灘区御影本町２丁目１６常　勤:    1 新規 小歯 現存
     番３号宝盛ビルディング２階 (歯       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13201,0327,7 医療法人社団　木下歯〒658-0065 078-811-4618医療法人社団　木下歯木下　貴雄 平27. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     科医院 神戸市東灘区御影山手一丁目４番常　勤:    1科医院　理事長　木下 組織変更 歯外 現存
     １８号 (歯       1)　貴雄 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13301,0328,5 黒瀬矯正歯科 〒658-0046 078-856-6600医療法人社団黒瀬矯正黒瀬　匤順 平27. 3. 1矯歯 診療所
     神戸市東灘区御影本町２－１５－常　勤:    1歯科　理事長　黒瀬　 新規 現存
     １９ (歯       1)匤順 平27. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13401,0329,3 すがぬま歯科クリニッ〒658-0021 078-453-2888菅沼　美野恵 菅沼　美野恵 平27. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 神戸市東灘区深江本町３－９ー１常　勤:    2 交代 矯歯 現存
     (歯       2) 平27. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13501,0332,7 ふじもと歯科診療所 〒658-0081 078-451-7887藤本　圭介 藤本　圭介 平27.11. 1歯   小歯 矯歯診療所
     神戸市東灘区田中町２－９－１３常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13601,0333,5 ひしかわ歯科クリニッ〒658-0015 078-862-5420菱川　泰夫 菱川　泰夫 平27.12. 1歯   歯外 小歯診療所
     ク 神戸市東灘区本山南町７－３－１常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     ５　１Ｆ (歯       1) 平27.12. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13701,0334,3 梅村歯科医院 〒658-0054 078-851-7841梅村　智 梅村　智 平27.10.26歯   小歯 歯外診療所
     神戸市東灘区御影中町２丁目２－常　勤:    2 移動 現存
     ２ (歯       2) 平27.10.26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13801,0335,0 富塚歯科医院 〒658-0011 078-441-6480医療法人社団富塚歯科富塚　佳史 平28. 3. 1歯   歯外 小歯診療所
     神戸市東灘区森南町１丁目９番３常　勤:    2医院　理事長　富塚　 組織変更 現存
     号 (歯       2)佳史 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13901,0336,8 たけのの歯科 〒658-0051 078-858-7570竹野々　巌 竹野々　巌 平28. 4. 1歯   歯外 矯歯診療所
     神戸市東灘区住吉本町２丁目１３常　勤:    1 新規 小歯 現存
     －１６グランフォーレ住吉２Ｆ (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14001,0337,6 のだ歯科医院 〒658-0072 078-855-7199野田　欣志 野田　欣志 平28. 5. 1歯   歯外 小歯診療所
     神戸市東灘区岡本１－１１－２９常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     ツインコート岡本１階 (歯       1) 平28. 5. 1
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  14101,0338,4 ゆうまデンタルクリニ〒658-0013 078-413-6480医療法人社団　ゆうま 平28. 9. 1歯   矯歯 小歯診療所
     ック深江歯科診療所 神戸市東灘区深江北町三丁目１０常　勤:    1デンタルクリニック　 新規 歯外 現存
     番１１号 (歯       1)理事長　本田　由馬 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14201,0340,0 なさ歯科医院 〒658-0053 078-858-7318奈佐　浩史 奈佐　浩史 平29. 2. 1歯   小歯 歯外診療所
     神戸市東灘区住吉宮町６－１４－常　勤:    2 新規 現存
     １８ (歯       2) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14301,0341,8 医療法人茜会　みかげ〒658-0048 078-811-7016医療法人茜会　理事長上杉　友哉 平29. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     小児歯科・矯正歯科ク神戸市東灘区御影郡家１丁目３４常　勤:    2　河﨑　真也 新規 歯外 現存
     リニック 番９号 (歯       2) 平29. 7. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14401,0342,6 岡本歯科 〒658-0003 078-224-1641八巻　理英 八巻　理英 平29.10. 1歯   小歯 矯歯診療所
     神戸市東灘区本山北町六丁目５番常　勤:    1 新規 現存
     １５号 (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14501,0343,4 古市歯科医院 〒658-0014 078-411-0064古市　憲史 古市　憲史 平29. 8.17歯   小歯 矯歯診療所
     神戸市東灘区北青木３－８－１ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平29. 8.17
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14601,0344,2 大川歯科医院 〒658-0072 078-452-3910大川　敏生 大川　敏生 平29.10.11歯   歯外 矯歯診療所
     神戸市東灘区岡本４－６－１ 常　勤:    3 移動 小歯 現存
     (歯       3) 平29.10.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14701,0345,9 新田歯科クリニック 〒658-0011 078-451-5088新田　勝哉 新田　勝哉 平30. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     神戸市東灘区森南町１丁目９－７常　勤:    1 移動 歯外 現存
     －１０１ (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14801,0346,7 たけうち矯正歯科 〒658-0051 078-822-0321金城　麻恵 金城　麻恵 平30. 1. 1矯歯 診療所
     神戸市東灘区住吉本町１丁目５番常　勤:    1 その他 現存
     －８－１０１ (歯       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14901,0347,5 岡本歯科ロコクリニッ〒658-0072 078-224-5372池澤　慎哉 池澤　慎哉 平30. 4. 1歯   診療所
     ク 神戸市東灘区岡本１丁目８－２　常　勤:    1 新規 現存
     ３階　西 (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  15001,0348,3 クラッセ歯科クリニッ〒658-0054 078-200-5507山﨑　圭一 山﨑　圭一 平30. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     ク 神戸市東灘区御影中町３－２－１常　勤:    1 新規 歯外 現存
     御影クラッセ４Ｆ (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15101,0349,1 雨宮歯科医院 〒658-0072 078-452-5511雨宮　三起子 雨宮　三起子 平30. 4. 1歯   診療所
     神戸市東灘区岡本１－４－１７ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15202,0101,4 小国歯科医院 〒657-0029 小国　勝弘 小国　勝弘 昭42.12. 1歯   診療所
     神戸市灘区日尾町３－２－１５ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15302,0117,0 清水歯科医院 〒657-0051 清水　武宏 清水　武宏 昭48. 4. 1歯   診療所
     神戸市灘区八幡町４－９－２１六常　勤:    2 現存
     甲アパートビル２０２号 (歯       2) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15402,0118,8 片山歯科医院 〒657-0038 078-841-1411片山　忠孝 片山　忠孝 昭48. 5. 1歯   診療所
     神戸市灘区深田町４丁目１番地ウ常　勤:    1 現存
     エルブ六甲道ニ番街３０３ (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15502,0127,9 伊藤歯科医院 〒657-0029 伊藤　真也 伊藤　真也 昭50.10. 1歯   診療所
     神戸市灘区日尾町２－２－２０六常　勤:    1 現存
     甲ビル２号館２階 (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15602,0136,0 山中歯科・矯正歯科 〒657-0023 山中　大和 山中　大和 昭53. 4. 1歯   診療所
     神戸市灘区高羽町２－１０－１３常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15702,0140,2 宮脇歯科 〒657-0057 078-882-5115宮脇　英子 宮脇　英子 昭54. 4. 1歯   診療所
     神戸市灘区神ノ木町３－６－２３常　勤:    1 現存
     植田ビル２階 (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15802,0142,8 重臣歯科医院 〒657-0831 078-801-6088重臣　宗徳 重臣　宗徳 昭54.12. 1歯   診療所
     神戸市灘区水道筋１－２４－１梅常　勤:    1 現存
     花ビル２階 (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15902,0143,6 村田歯科医院 〒657-0038 078-822-1533村田　輝美 村田　輝美 昭54.12. 1歯   診療所
     神戸市灘区深田町２－１－６ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16002,0145,1 上田歯科医院 〒657-0846 上田　勝利 上田　勝利 昭55. 1. 1歯   診療所
     神戸市灘区岩屋北町３－３－１２常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平28. 1. 1
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  16102,0147,7 砂原歯科医院 〒657-0825 078-801-4004砂原　一貴 砂原　一貴 昭55. 8. 1歯   診療所
     神戸市灘区中原通３－２－５西川常　勤:    1 現存
     ビル (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16202,0148,5 億川歯科医院 〒657-0024 078-851-0556億川　潔 億川　潔 昭55.10. 1歯   診療所
     神戸市灘区楠丘町６－７－１５ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16302,0149,3 牧野歯科医院 〒657-0036 078-854-1358牧野　英造 牧野　英造 昭57. 4. 1歯   診療所
     神戸市灘区桜口町３－１－９セン常　勤:    1 現存
     トレ六甲２階 (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16402,0151,9 竹村歯科医院 〒657-0835 078-881-8148竹村　瑞桜 竹村　瑞桜 昭57.10. 1歯   診療所
     神戸市灘区灘北通６－４－１２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16502,0152,7 奥長歯科医院 〒657-0044 078-802-2100奥長　孝文 奥長　孝文 昭57.10. 1歯   診療所
     神戸市灘区鹿の下通２－４－２０常　勤:    2 現存
     中村ビル２階 (歯       2) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16602,0153,5 本多歯科医院 〒657-0033 078-811-5000本多　良海 本多　良海 昭59. 2. 1歯   診療所
     神戸市灘区徳井町３－１－６武内常　勤:    1 現存
     ビル２階 (歯       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16702,0155,0 大西歯科 〒657-0064 078-811-5587藤木　省三 藤木　省三 昭60. 6. 1歯   診療所
     神戸市灘区山田町２－１－１ペレ常　勤:    1 現存
     ー六甲１階 (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16802,0156,8 鹿嶋歯科医院 〒657-0067 078-871-0624渡部　輝子 渡部　輝子 昭60. 8.13歯   診療所
     神戸市灘区篠原本町１－７－１９常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平24. 8.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16902,0157,6 中村歯科医院 〒657-0028 中村　真一 中村　真一 昭60.12. 1歯   診療所
     神戸市灘区森後町２－３－１８ 常　勤:    3 現存
     (歯       3) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17002,0158,4 かたの歯科医院 〒657-0815 078-861-2662片野　清 片野　清 昭61. 1. 1歯   診療所
     神戸市灘区薬師通１－１－１０ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17102,0159,2 林歯科医院 〒657-0826 078-321-6898林　忠宏 林　忠宏 昭61. 5. 1歯   診療所
     神戸市灘区倉石通４－１－２５ 常　勤:    1 休止
     (歯       1) 平28. 5. 1
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  17202,0163,4 蔦田歯科 〒657-0831 078-871-7705蔦田　嘉男 蔦田　嘉男 昭62. 6. 1歯   診療所
     神戸市灘区水道筋６－７－３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17302,0164,2 竹内歯科医院 〒657-0051 078-851-3132竹内　英資 竹内　英資 昭63.12. 1歯   診療所
     神戸市灘区八幡町２－１－２９ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平27.12. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17402,0166,7 小山歯科医院 〒657-0056 0797-23-5645小山　要 小山　要 平元.11. 1歯   診療所
     神戸市灘区千亘通３－８－１１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17502,0170,9 小池歯科医院 〒657-0817 078-802-6400小池　章弘 小池　章弘 平 2. 8. 1歯   小歯 診療所
     神戸市灘区上野通３－２－１８上常　勤:    1 現存
     野ビル１階 (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17602,0175,8 田村歯科医院 〒657-0831 078-861-0653田村　豊 田村　豊 平 4. 3. 1歯   診療所
     神戸市灘区水道筋３－２０ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17702,0176,6 小田歯科医院 〒657-0057 078-861-1359小田　文彦 小田　文彦 平 5. 6. 1歯   診療所
     神戸市灘区神ノ木通３－６－２９常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17802,0177,4 むさし歯科医院 〒657-0845 078-861-0743武蔵　泰弘 武蔵　泰弘 平 5. 7. 1歯   診療所
     神戸市灘区岩屋中町４－３－１５常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17902,0178,2 ひおき歯科クリニック〒657-0846 078-881-0347日置　英徳 日置　英徳 平 5. 8. 1歯   診療所
     神戸市灘区岩屋北町６－１市営岩常　勤:    1 現存
     屋北第２住宅１階 (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18002,0179,0 高端歯科 〒657-0065 078-871-6545高端　泰伸 高端　泰伸 平 6. 6. 1歯   診療所
     神戸市灘区宮山町３－３－２９六常　勤:    1 現存
     甲ヒルコート１０２号 (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18102,0180,8 岡田歯科医院 〒657-0826 078-861-4706岡田　眞廣 岡田　眞廣 平 6. 7. 1歯   診療所
     神戸市灘区倉石通２－１－２６ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  18202,0181,6 末岡歯科医院 〒657-0831 078-861-1686末岡　広太郎 末岡　広太郎 平 7. 3. 1歯   診療所
     神戸市灘区水道筋６－２－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18302,0182,4 下村歯科医院 〒657-0832 078-861-4182下村　和廣 下村　和廣 平 7. 4. 1歯   診療所
     神戸市灘区岸地通５－１－４真幸常　勤:    1 現存
     ビル２階 (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18402,0184,0 さくらい歯科 〒657-0065 078-881-1884櫻井　俊也 櫻井　俊也 平 8. 1. 1歯   診療所
     神戸市灘区宮山町３－１－２３ロ常　勤:    1 現存
     ータス阪急六甲ビル３階 (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18502,0186,5 鈴田歯科クリニック 〒657-0059 078-801-7376鈴田　明彦 鈴田　明彦 平 8. 7. 1歯   診療所
     神戸市灘区篠原南町３－７－１３常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18602,0188,1 西村歯科 〒657-0041 078-851-3667西村　武司 西村　武司 平 8. 9. 1歯   診療所
     神戸市灘区琵琶町１－８－１３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18702,0189,9 石黒歯科医院 〒657-0838 078-881-7500金　源秀（石黒稔） 金　源秀（石黒稔） 平 8.10. 1歯   診療所
     神戸市灘区王子町１－３－１４Ｐ常　勤:    1 現存
     ＡＲＣ王子２階 (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18802,0191,5 不動歯科医院 〒657-0842 078-871-6123不動　譲 不動　譲 平 8.12. 1歯   診療所
     神戸市灘区船寺通１－８－１４ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18902,0192,3 山崎鶴甲歯科クリニッ〒657-0011 078-841-4618山崎　元康 山崎　元康 平 9. 1. 1歯   診療所
     ク 神戸市灘区鶴甲４－７－２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19002,0194,9 島崎歯科クリニック 〒657-0835 078-861-8510島崎　孝士 島崎　孝士 平 9.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     神戸市灘区灘北通１０－１－３甲常　勤:    1 新規 現存
     南グランヴェルジュ灘１０２ (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19102,0196,4 松浦歯科医院 〒657-0855 078-802-8877松浦　英樹 松浦　英樹 平10. 4. 1歯   小歯 診療所
     神戸市灘区摩耶海岸通２丁目３－常　勤:    1 新規 現存
     ３－１０３ (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19202,0198,0 小島矯正歯科 〒657-0065 078-881-6446医療法人社団小島矯正小島　康二 平10. 4. 1矯歯 歯   診療所
     神戸市灘区宮山町３丁目３－１ 常　勤:    1歯科　理事長　小島　 組織変更 現存
     (歯       1)康二 平28. 4. 1
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  19302,0201,2 こいずみ歯科医院 〒657-0037 078-811-5292小泉　貴裕 小泉　貴裕 平10. 7. 1歯   小歯 診療所
     神戸市灘区備後町３丁目１－１３常　勤:    1 新規 現存
     六甲ハーティーガーデン１階 (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19402,0202,0 尾村歯科医院 〒657-0842 078-802-2552尾村　育史 尾村　育史 平11. 1. 1歯   小歯 診療所
     神戸市灘区船寺通１丁目５－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19502,0203,8 本庄歯科医院 〒657-0836 078-801-0080医療法人社団　本庄歯本庄　紘 平11. 1. 1歯   診療所
     神戸市灘区城ノ内通２丁目５－１常　勤:    1科医院　理事長　本庄 組織変更 現存
     ４ (歯       1)　紘 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19602,0204,6 野村歯科医院 〒657-0065 078-851-7107医療法人社団　野村歯野村　慶馬 平11. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     神戸市灘区宮山町１丁目１－１２常　勤:    2科医院　理事長　野村 組織変更 現存
     (歯       2)　慶馬 平29. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19702,0206,1 あかぎ歯科医院 〒657-0833 078-871-1333赤木　賢司 赤木　賢司 平12. 3. 1歯   小歯 診療所
     神戸市灘区大内通３丁目４－９ア常　勤:    1 新規 現存
     ンドゥミル王子１階 (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19802,0208,7 さわだ歯科 〒657-0051 078-861-2565澤田　修 澤田　修 平12. 6. 1歯   小歯 診療所
     神戸市灘区八幡町４丁目５－８　常　勤:    1 新規 現存
     １階 (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19902,0209,5 伊藤歯科医院 〒657-0041 078-856-8214伊藤　伸一 伊藤　伸一 平12. 8. 1歯   小歯 診療所
     神戸市灘区琵琶町１丁目７－２１常　勤:    1 新規 現存
     リベラ六甲Ⅱ (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20002,0213,7 佐藤歯科クリニック 〒657-0816 078-881-8241佐藤　文紀 佐藤　文紀 平13.11. 1歯   矯歯 小歯診療所
     神戸市灘区国玉通２丁目１－９ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20102,0215,2 たかがき歯科 〒657-0033 078-811-8184高垣　勝 高垣　勝 平14. 7. 1歯   診療所
     神戸市灘区徳井町５丁目１番１号常　勤:    2 移動 現存
     (歯       2) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20202,0216,0 かもと歯科 〒657-0028 078-856-4184賀本　成保 賀本　成保 平14. 8. 1歯   矯歯 診療所
     神戸市灘区森後町２丁目１－９エ常　勤:    1 新規 現存
     スペランス六甲２階 (歯       1) 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  20302,0217,8 おかもと矯正歯科 〒657-0029 078-845-2668岡本　昌彦 岡本　昌彦 平15. 3. 1歯   矯歯 診療所
     神戸市灘区日尾町１－２－１４橋常　勤:    1 新規 現存
     本ビル２階 (歯       1) 平27. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20402,0218,6 さくらね歯科医院 〒657-0036 078-846-6655櫻根　誠一郎 櫻根　誠一郎 平15. 5. 1歯   小歯 診療所
     神戸市灘区桜口町２丁目２－１０常　勤:    1 新規 現存
     エクサーグ六甲１階 (歯       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20502,0219,4 谷岡歯科クリニック 〒657-0053 078-881-3103谷岡　望 谷岡　望 平15. 5. 1歯   小歯 診療所
     神戸市灘区六甲町３丁目４番１８常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20602,0221,0 むらまつ歯科医院 〒657-0013 078-871-4180村松　学 村松　学 平15. 5. 1歯   小歯 診療所
     神戸市灘区六甲台町５－３１カル常　勤:    1 新規 現存
     ム六甲１階 (歯       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20702,0222,8 実光歯科クリニック 〒657-0068 078-805-1182医療法人社団実光歯科實光　章年 平15. 5. 1歯   歯外 小歯診療所
     神戸市灘区篠原北町１丁目２番１常　勤:    2クリニック　理事長　 組織変更 現存
     号 (歯       2)實光　章年 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20802,0223,6 瀧川歯科医院 〒657-0037 078-851-6463瀧川　秀司 瀧川　秀司 平15. 5. 1歯   診療所
     神戸市灘区備後町４丁目１－１－常　勤:    1 移動 現存
     １０８ (歯       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20902,0224,4 達谷歯科医院 〒657-0037 078-846-2343達谷　英文 達谷　英文 平15.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     神戸市灘区備後町５－３－１－２常　勤:    1 移動 現存
     ０１ (歯       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21002,0225,1 阪本歯科医院 〒657-0834 078-802-1856阪本　尚典 阪本　尚典 平16. 4. 1歯   歯外 小歯診療所
     神戸市灘区泉通１－２－６ 常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21102,0226,9 牛嶋歯科医院 〒657-0028 078-821-9800医療法人社団牛嶋歯科牛嶋　星地 平16. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     神戸市灘区森後町３丁目１番１８常　勤:    5医院　理事長　牛嶋　 組織変更 現存
     号ニューサンライフ六甲２階 (歯       5)星地 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21202,0227,7 マユデンタルクリニッ〒657-0065 078-843-2600櫻井　真由 櫻井　真由 平16. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 神戸市灘区宮山町２丁目２－８ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21302,0229,3 久保田歯科 〒657-0824 078-802-0451久保田　聡 久保田　聡 平16. 9. 1歯   診療所
     神戸市灘区福住通５－３－１０ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平28. 9. 1
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  21402,0230,1 おおいし歯科クリニッ〒657-0845 078-805-3777大石　徹也 大石　徹也 平17. 1. 1歯   歯外 診療所
     ク 神戸市灘区岩屋中町４－２－７Ｂ常　勤:    1 新規 現存
     Ｂｐｌａｚａ２Ｆ (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21502,0233,5 まえだファミリー歯科〒657-0025 078-856-7111前田　常成 前田　常成 平19. 7. 1歯   歯外 小歯診療所
     神戸市灘区高徳町４丁目１－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21602,0236,8 入江歯科医院 〒657-0033 078-851-0694入江　庸介 入江　庸介 平20. 1. 1歯   小歯 診療所
     神戸市灘区徳井町４丁目３番１号常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21702,0237,6 北川歯科 〒657-0067 078-802-3000医療法人社団　北川歯北川　伸行 平21. 5. 8歯   小歯 診療所
     神戸市灘区篠原本町３丁目８番１常　勤:    1科　理事長　北川　伸 移動 現存
     ８号マンションパサパ１階 (歯       1)行 平27. 5. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21802,0238,4 みしま歯科医院 〒657-0024 078-854-6480三島　信之 三島　信之 平21. 6. 1歯   診療所
     神戸市灘区楠丘町５丁目６－１４常　勤:    1 新規 現存
     　ソレイユ六甲１０１ (歯       1) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21902,0240,0 みやま歯科クリニック〒657-0028 078-843-8488三山　智彦 三山　智彦 平21. 8. 1歯   小歯 診療所
     神戸市灘区森後町３丁目５－４１常　勤:    1 新規 現存
     ＦＴＫビル２Ｆ (歯       1) 平27. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22002,0242,6 村瀬歯科医院 〒657-0832 078-802-6010村瀬　肇 村瀬　肇 平22. 2. 1歯   小歯 歯外診療所
     神戸市灘区岸地通１丁目２番１０常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22102,0244,2 さぎさか矯正歯科 〒657-0051 078-822-7000鷺坂　泰世 鷺坂　泰世 平23. 1. 1矯歯 診療所
     神戸市灘区八幡町２－６－１３ス常　勤:    1 新規 現存
     ター六甲１０１ (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22202,0245,9 ＭＹＡデンタルオフィ〒657-0864 078-822-1148医療法人社団安福歯科奥田　美穂子 平24. 4. 1歯   診療所
     ス 神戸市灘区新在家南町１丁目２番常　勤:    2医院　理事長　安福　 新規 現存
     １号 (歯       2)正美 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22302,0247,5 おかもと歯科医院 〒657-0831 078-881-3733岡本　守人 岡本　守人 平24. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     神戸市灘区水道筋６－４－１アク常　勤:    1 新規 現存
     シスカナエⅠ１０２号 (歯       1) 平30. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  22402,0248,3 伊藤歯科医院 〒657-0823 078-861-4713林　真理 林　真理 平24. 6.16歯   小歯 矯歯診療所
     神戸市灘区天城通７－２－１ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平30. 6.16
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22502,0251,7 おく歯科口腔外科 〒657-0846 078-881-6487医療法人社団おく歯科奥　尚久 平25. 2. 1歯外 矯歯 小歯診療所
     神戸市灘区岩屋北町５丁目２番３常　勤:    1口腔外科　理事長　奥 組織変更 現存
     ２号サニーハウス灘１０２号室 (歯       1)　尚久 平25. 2. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22602,0252,5 灘ステーションデンタ〒657-0846 078-801-4182医療法人社団　牛嶋歯牛嶋　貫登 平25.11. 1歯   矯歯 小歯診療所
     ルクリニック 神戸市灘区岩屋北町７丁目３番１常　勤:    1科医院　理事長　牛嶋 新規 歯外 現存
     号　４０１号室 (歯       1)　星地 平25.11. 1小児矯正歯科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22702,0253,3 杉　デンタルクリニッ〒657-0051 078-200-6418杉　賢次郎 杉　賢次郎 平26. 4. 1歯   歯外 小歯診療所
     ク 神戸市灘区八幡町２－１０－９ペ常　勤:    1 新規 現存
     ナントハウス (歯       1) 平26. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22802,0256,6 その歯科クリニック 〒657-0036 078-262-1280曽野　偉錬 曽野　偉錬 平27. 6. 1歯   小歯 矯歯診療所
     神戸市灘区桜口町１－１－１２ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22902,0258,2 摩耶ファミリー歯科 〒657-0831 078-802-8885松浦　裕敬 松浦　裕敬 平27.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     神戸市灘区水道筋２丁目３３－１常　勤:    1 新規 現存
     －２０１ (歯       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23002,0259,0 滝本歯科医院 〒657-0028 078-821-6483瀧本　賛 瀧本　賛 平28. 1. 1歯   診療所
     神戸市灘区森後町２－３－１５グ常　勤:    2 交代 現存
     ランディア六甲山手３階 (歯       2) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23102,0260,8 六甲駅前歯科 〒657-0065 078-855-4182中西　孝一 中西　孝一 平28. 4. 1歯   小歯 診療所
     神戸市灘区宮山町３－３－１六甲常　勤:    2 新規 現存
     駅前ビル３階 (歯       2) 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  23202,0261,6 豊川歯科医院 〒657-0027 078-822-0369豊川　将央 豊川　将央 平28. 3. 1歯   診療所
     神戸市灘区永手町３－４－１８六常　勤:    1 交代 現存
     甲道ハイツ２階 (歯       1) 平28. 3. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23302,0263,2 フタニ歯科医院 〒657-0027 078-851-3457麸谷　信也 麸谷　信也 平28.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     神戸市灘区永手町４丁目２－１フ常　勤:    2 交代 矯歯 現存
     ォレスタ六甲０４４ (歯       2) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23402,0264,0 はぎはら歯科医院 〒657-0036 078-822-5050萩原　秀郎 萩原　秀郎 平28.12. 1歯   小歯 歯外診療所
     神戸市灘区桜口町５丁目１－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23502,0267,3 はは歯科 〒657-0067 078-855-4988安岡　澄恵 安岡　澄恵 平29. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     神戸市灘区篠原本町２丁目４番２常　勤:    1 新規 歯外 現存
     ８号 (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23602,0268,1 たにもと歯科 〒657-0035 078-220-9966谷本　博 谷本　博 平29. 2. 1歯   歯外 小歯診療所
     神戸市灘区友田町４－２－２６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23702,0269,9 松尾歯科医院 〒657-0025 078-821-0649松尾　繁 松尾　繁 平29. 1. 1歯   小歯 診療所
     神戸市灘区高徳町３－２－２ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23802,0270,7 仲井歯科クリニック 〒657-0038 078-822-8100医療法人社団　仲井歯仲井　伸介 平29. 2. 1歯   小歯 矯歯診療所
     神戸市灘区深田町三丁目１－１５常　勤:    1科クリニック　理事長 組織変更 歯外 現存
     (歯       1)　仲井　伸介 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23902,0271,5 えぐさ歯科クリニック〒657-0058 078-861-2525医療法人社団しんわ会江種　敦男 平29. 5. 1歯   小歯 診療所
     神戸市灘区将軍通４丁目３番２１常　勤:    1　理事長　江種　敦男 組織変更 現存
     号長谷川ビル１階 (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24002,0272,3 六甲パーク歯科 〒657-0059 078-882-1730原田　道人 原田　道人 平29. 7. 1歯   診療所
     神戸市灘区篠原南町１－６－１六常　勤:    1 その他 現存
     甲篠原パークマンション１０１号(歯       1) 平29. 7. 1
     室
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24102,0273,1 延藤歯科クリニック 〒657-0027 078-846-4618延藤　秀樹 延藤　秀樹 平30. 2. 1歯   歯外 矯歯診療所
     神戸市灘区永手町５丁目４－３ 常　勤:    1 新規 小歯 現存
     (歯       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  24202,0274,9 宮本歯科・矯正歯科 〒657-0862 078-842-6400医療法人社団　宮本歯宮本　学 平30. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     神戸市灘区浜田町３丁目２番１０常　勤:    2科・矯正歯科　理事長 組織変更 現存
     号 (歯       2)　宮本　学 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24302,0275,6 おかだ歯科 〒657-0841 078-881-1272山埜　明子 山埜　明子 平30. 3. 1歯   小歯 歯外診療所
     神戸市灘区灘南通５丁目１番４号常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平30. 3. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24405,0160,3 奥田歯科医院 〒652-0805 奥田　健 奥田　健 昭48. 5. 1歯   診療所
     神戸市兵庫区羽坂通４丁目１－１常　勤:    1 現存
     兵庫駅前ビル (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24505,0170,2 辰己歯科医院 〒652-0894 078-671-0292辰己　隆 辰己　隆 昭53. 8. 1歯   診療所
     神戸市兵庫区入江通２－１－１ 常　勤:    1 休止
     (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24605,0180,1 上田歯科医院 〒652-0833 078-671-2636上田　豊久 上田　豊久 昭55.11. 1歯   診療所
     神戸市兵庫区島上町２－２－２５常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24705,0182,7 小野歯科医院 〒652-0036 078-575-9270小野　耕二 小野　耕二 昭56. 6. 1歯   診療所
     神戸市兵庫区福原町２９－６ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24805,0184,3 夏川歯科医院 〒652-0041 078-511-1856夏川　泰男 夏川　泰男 昭57. 1. 1歯   診療所
     神戸市兵庫区湊川町４－８－１４常　勤:    1 現存
     メゾンドール湊川１０４号 (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24905,0185,0 永田歯科医院 〒652-0061 078-531-4500永田　研一 永田　研一 昭57. 2. 1歯   診療所
     神戸市兵庫区石井町８丁目１－４常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25005,0187,6 村岡歯科医院 〒652-0047 078-575-3006西尾　眞理子 西尾　眞理子 昭57. 3. 1歯   小歯 歯外診療所
     神戸市兵庫区下沢通５－１－３ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25105,0193,4 真境名歯科医院 〒652-0032 真境名　英幸 真境名　英幸 昭58. 6. 1歯   診療所
     神戸市兵庫区荒田町４－７－３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  25205,0197,5 三戸岡歯科医院 〒652-0803 078-577-6611三戸岡　直樹 三戸岡　直樹 昭60. 4. 1歯   診療所
     神戸市兵庫区大開通７－５－１２常　勤:    1 現存
     ハイツ佃庄司１０１ (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25305,0198,3 前川歯科 〒652-0012 078-511-5533前川　幸夫 前川　幸夫 昭61. 3. 1歯   診療所
     神戸市兵庫区湊山町２２－３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25405,0202,3 安達歯科医院 〒652-0898 078-577-3369安達　禎之 安達　禎之 昭61. 5. 6歯   診療所
     神戸市兵庫区駅前通２－１－２９常　勤:    1 現存
     －１３２ (歯       1) 平28. 5. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25505,0213,0 二見歯科 〒652-0861 078-682-1212二見　勝彦 二見　勝彦 昭63.10. 1歯   診療所
     神戸市兵庫区三石通３－１－１１常　勤:    1 現存
     河田ビル４階 (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25605,0215,5 いまい小児歯科 〒652-0058 078-521-8241今井　康仁 今井　康仁 平元. 4. 1矯歯 小歯 診療所
     神戸市兵庫区菊水町６－２－１８常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25705,0216,3 河畑歯科医院 〒652-0032 078-511-0839河畑　憲明 河畑　憲明 平元. 3. 1歯   歯外 小歯診療所
     神戸市兵庫区荒田町１－１７－１常　勤:    1 現存
     ４ (歯       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25805,0218,9 津島歯科医院 〒652-0032 078-511-7341津島　哲也 津島　哲也 平元. 4. 1歯   診療所
     神戸市兵庫区荒田町１－１０－３常　勤:    2 現存
     井上紙業ビル２階 (歯       2) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25905,0222,1 池水歯科医院 〒652-0871 078-651-1181池水　裕一 池水　裕一 平 2. 7. 1歯   診療所
     神戸市兵庫区浜山通２丁目５－１常　勤:    1 現存
     ５御崎南ビル１０１号 (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26005,0223,9 広瀬矯正歯科 〒652-0802 078-576-0788広瀬　豊 広瀬　豊 平 2. 9. 1矯歯 診療所
     神戸市兵庫区水木通１－４－２９常　勤:    1 現存
     みづほビル２階 (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26105,0224,7 しみず歯科 〒652-0046 078-531-8211医療法人社団しみず歯清水　浩明 平 2.11. 5歯   小歯 歯外診療所
     神戸市兵庫区上沢通７丁目１ー９常　勤:    2科　理事長　清水　浩 矯歯 現存
     (歯       2)明 平29.11. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26205,0227,0 鈴江歯科クリニック 〒652-0047 078-361-0006鈴江　明寛 鈴江　明寛 平 3. 1. 1歯   小歯 診療所
     神戸市兵庫区下沢通１－４－１７常　勤:    1 現存
     カサミナトガワ２階 (歯       1) 平30. 1. 1
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  26305,0229,6 郷田歯科医院 〒652-0822 078-681-4198郷田　祥二 郷田　祥二 平 3. 8. 1歯   診療所
     神戸市兵庫区西出町１－１６－７常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26405,0233,8 髙橋歯科クリニック 〒652-0034 078-577-4433医療法人社団　髙橋歯高橋　勝之 平 4. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     神戸市兵庫区西橘通１－１－１ポ常　勤:    2科クリニック　理事長 現存
     ーラ神戸ビル３階 (歯       2)　髙橋　勝之 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26505,0235,3 山崎歯科医院 〒652-0047 078-576-4560山崎　篤志 山崎　篤志 平 5. 5. 1一般    診療所
     神戸市兵庫区下沢通２－３－７ 常　勤:    1 歯   現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26605,0236,1 加藤歯科医院 〒652-0042 078-531-8810医療法人社団　加藤歯加藤　博詞 平 5. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     神戸市兵庫区東山町２丁目１－５常　勤:    1科医院　理事長　加藤 現存
     ＣＩＴＹＰＡＲＡＤＩＳＯビル３(歯       1)　博詞 平29. 5. 1
     階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26705,0238,7 青志会まつだ歯科医院〒652-0042 078-521-0418医療法人社団青志会　松田　成俊 平 5.12. 1歯   診療所
     神戸市兵庫区東山町４－１９－１常　勤:    2まつだ歯科医院　理事 現存
     (歯       2)長　松田　成俊 平29.12. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26805,0242,9 よりかみ歯科医院 〒652-0801 078-511-1088寄神　芳広 寄神　芳広 平 6. 3. 1一般         2診療所
     神戸市兵庫区中道通７－１－１３常　勤:    1 歯   現存
     ふようビル１階 (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26905,0243,7 宗歯科クリニック 〒652-0032 078-511-5563陳　宗雄 陳　宗雄 平 6. 4. 1歯   小歯 診療所
     神戸市兵庫区荒田町２－１８－２常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27005,0248,6 福嶋歯科医院 〒652-0834 078-671-4629草部　潤子 草部　潤子 平 7. 3. 1歯   診療所
     神戸市兵庫区本町１－４－７ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27105,0249,4 田中歯科医院 〒652-0897 田中　庸皓 田中　庸皓 平 7. 4. 1歯   診療所
     神戸市兵庫区駅南通１－２－３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27205,0250,2 徳丸歯科医院 〒652-0801 078-577-1118徳丸　安廣 徳丸　安廣 平 7. 4. 1歯   診療所
     神戸市兵庫区中道通１丁目１－８常　勤:    1 現存
     バロウビル２Ｆ (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  27305,0251,0 とし歯科医院 〒652-0802 078-579-3244高見　敏昭 高見　敏昭 平 7. 8. 1歯   矯歯 小歯診療所
     神戸市兵庫区水木通１－１－２阿常　勤:    1 現存
     部ビル２階 (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27405,0253,6 坂井歯科医院 〒652-0014 078-578-8117坂井　諭 坂井　諭 平 8. 8. 1歯   診療所
     神戸市兵庫区下三条町８－１５ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27505,0258,5 神原歯科医院 〒652-0804 078-575-7090神原　修 神原　修 平10. 3. 1歯   小歯 矯歯診療所
     神戸市兵庫区塚本通４丁目３－９常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27605,0259,3 くれもと歯科医院 〒652-0032 078-531-0600榑元　昌彦 榑元　昌彦 平10. 3. 1歯   診療所
     神戸市兵庫区荒田町１丁目５－８常　勤:    1 移動 現存
     城戸ビル２階 (歯       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27705,0260,1 山本歯科クリニック 〒652-0897 078-652-6480山本　孝光 山本　孝光 平10. 4. 1歯   診療所
     神戸市兵庫区駅南通５丁目２－８常　勤:    1 新規 現存
     －１０３ (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27805,0262,7 浦島歯科医院 〒652-0804 078-577-0456浦島　一博 浦島　一博 平10. 8. 1歯   矯歯 小歯診療所
     神戸市兵庫区塚本通５丁目２－１常　勤:    1 移動 歯外 現存
     １－１０２ (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27905,0263,5 まなべ歯科クリニック〒652-0034 078-578-7072真鍋　幸生 真鍋　幸生 平10.11. 1歯   診療所
     神戸市兵庫区西橘通１丁目４－１常　勤:    1 新規 現存
     ０ (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28005,0264,3 折山歯科医院 〒652-0873 078-671-0418折山　真 折山　真 平11. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     神戸市兵庫区金平町１－１７－１常　勤:    1 新規 現存
     ０ (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28105,0267,6 さくらい歯科医院 〒652-0046 078-512-3108櫻井　裕也 櫻井　裕也 平11. 8. 1歯   小歯 歯外診療所
     神戸市兵庫区上沢通１丁目１－２ 新規 休止
     ５末広ビル４階 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28205,0268,4 松田歯科医院 〒652-0875 078-681-0418医療法人社団　松田歯松田　成彦 平11.10. 1歯   小歯 矯歯診療所
     神戸市兵庫区浜中町１丁目１－１常　勤:   10科医院　理事長　松田 移動 現存
     (歯      10)　成彦 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28305,0273,4 広瀬歯科医院 〒652-0805 078-575-1312広瀬　武久 広瀬　武久 平12. 8. 1歯   小歯 診療所
     神戸市兵庫区羽坂通１丁目１－１常　勤:    2 移動 現存
     (歯       2) 平24. 8. 1
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  28405,0276,7 ナギ歯科 〒652-0804 078-576-7186南木　達夫 南木　達夫 平13. 1. 1歯   診療所
     神戸市兵庫区塚本通８丁目１－１常　勤:    1 移動 現存
     ３ (歯       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28505,0279,1 繁田歯科口腔外科クリ〒652-0046 078-576-8020繁田　幸慶 繁田　幸慶 平13. 8. 1歯   歯外 小歯診療所
     ニック 神戸市兵庫区上沢通７丁目１－４常　勤:    1 新規 現存
     ピュア神戸２階 (歯       1) 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28605,0281,7 清瀬歯科医院 〒652-0045 078-521-2563清瀬　隆司 清瀬　隆司 平14. 2. 5歯   診療所
     神戸市兵庫区松本通２－５－２ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平26. 2. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28705,0284,1 荻原歯科 〒652-0855 078-681-0225荻原　威雄 荻原　威雄 平14.12. 1歯   診療所
     神戸市兵庫区御崎町１－２－１御常　勤:    1 移動 現存
     崎Ｕビル３階 (歯       1) 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28805,0285,8 山本歯科クリニック 〒652-0832 078-672-6772山本　哲也 山本　哲也 平15. 1. 1歯   歯外 診療所
     神戸市兵庫区鍛冶屋町２丁目２－常　勤:    1 新規 現存
     ２０フジマサビル３－Ｂ (歯       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28905,0288,2 北村歯科医院 〒652-0864 078-681-1582北村　聡一 北村　聡一 平15. 4. 1歯   診療所
     神戸市兵庫区笠松通６－３－９ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29005,0289,0 こんだ歯科 〒652-0811 078-578-8017紺田　益誉 紺田　益誉 平15.10. 1歯   小歯 診療所
     神戸市兵庫区新開地６丁目１－１常　勤:    1 新規 現存
     ２－２０２ (歯       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29105,0291,6 小松歯科医院 〒652-0044 078-511-6921小松　万寿夫 小松　万寿夫 平16. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     神戸市兵庫区大井通２－１－２９常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29205,0293,2 あい歯科 〒652-0897 078-682-6480井上　勝正 井上　勝正 平17. 6. 1歯   矯歯 小歯診療所
     神戸市兵庫区駅南通１丁目２番３常　勤:    3 新規 現存
     ４号兵庫駅前クリニックビル２Ｆ(歯       3) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29305,0297,3 植田歯科医院 〒652-0058 078-531-0313植田　和雅 植田　和雅 平19.11.26歯   歯外 小歯診療所
     神戸市兵庫区菊水町１０－３０－常　勤:    1 移動 矯歯 現存
     ９０ (歯       1) 平25.11.26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  29405,0298,1 きむら歯科医院 〒652-0046 078-576-0305医療法人社団きむら歯記村　勝之 平20. 1. 1歯   小歯 診療所
     神戸市兵庫区上沢通３丁目２番１常　勤:    1科医院　理事長　記村 組織変更 現存
     号 (歯       1)　勝之 平26. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29505,0299,9 橋本歯科医院 〒652-0041 078-511-3960橋本　猛央 橋本　猛央 平20. 6. 1歯   小歯 診療所
     神戸市兵庫区湊川町４丁目１番１常　勤:    2 交代 現存
     号 (歯       2) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29605,0301,3 ひらの歯科口腔外科ク〒652-0015 078-362-1010梶　隆一 梶　隆一 平20.10. 1歯   歯外 診療所
     リニック 神戸市兵庫区下祇園町３０番１２常　勤:    1 移動 現存
     号 (歯       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29705,0302,1 杉田歯科医院 〒652-0803 078-579-4184杉田　光正 杉田　光正 平20.11. 1歯   診療所
     神戸市兵庫区大開通８－２－２－常　勤:    1 新規 現存
     １０３ (歯       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29805,0303,9 てらのぶ歯科クリニッ〒652-0865 078-671-5060寺延　治 寺延　治 平21. 6. 1歯   診療所
     ク 神戸市兵庫区小松通３丁目３－２常　勤:    1 新規 現存
     　ハイムタケウチ１Ｆ (歯       1) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29905,0305,4 なかむら歯科クリニッ〒652-0042 078-511-6951中村　嘉秀 中村　嘉秀 平21.11.11歯   診療所
     ク 神戸市兵庫区東山町１丁目１２－常　勤:    1 交代 現存
     ２３ウエストパークビル３Ｆ (歯       1) 平27.11.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30005,0306,2 高橋歯科医院 〒652-0007 078-361-2087高橋　邦聡 高橋　邦聡 平23. 1. 1歯   歯外 小歯診療所
     神戸市兵庫区五宮町４－５ 常　勤:    2 交代 矯歯 現存
     (歯       2) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30105,0308,8 とみた歯科クリニック〒652-0032 078-575-4618冨田　義晴 冨田　義晴 平25. 3. 1歯   診療所
     神戸市兵庫区荒田町３丁目６０－常　勤:    1 移動 現存
     １０－２号 (歯       1) 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30205,0310,4 医療法人社団林歯科医〒652-0042 078-531-7176医療法人社団林歯科医林　祐司 平26. 4. 1歯   診療所
     院 神戸市兵庫区東山町３－１－８ 常　勤:    3院　理事長　林　祐司 組織変更 現存
     (歯       3) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30305,0312,0 おぎた歯科医院 〒652-0042 078-577-8810荻田　雄紀 荻田　雄紀 平28. 9. 1歯   診療所
     神戸市兵庫区東山町１丁目１－５常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  30405,0313,8 兵庫駅前ながみね歯科〒652-0803 078-577-2525長嶺　健二郎 長嶺　健二郎 平29. 2. 1歯   小歯 歯外診療所
     神戸市兵庫区大開通８－１－３ 常　勤:    2 新規 矯歯 現存
     (歯       2) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30505,0314,6 みずき通り歯科 〒652-0802 078-599-8114医療法人社団さくら会國本　俊功 平29. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     神戸市兵庫区水木通五丁目３番２常　勤:    2　理事長　國本　俊功 組織変更 現存
     号森永ビル１階 (歯       2) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30605,0315,3 医療法人社団健昌会　〒652-0898 078-577-2100医療法人社団健昌会　中谷　昌弘 平29. 6. 1歯   小歯 矯歯診療所
     なかたに歯科クリニッ神戸市兵庫区駅前通１丁目２番１常　勤:    5理事長　中谷　昌弘 組織変更 歯外 現存
     ク 号アルバビル３階 (歯       5) 平29. 6. 1
     非常勤:    9
     (歯       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30705,0316,1 医療法人宝歯会　神戸〒652-0844 078-381-7610医療法人宝歯会　かじ林　将仁 平29. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     南スマイル歯科小児歯神戸市兵庫区中之島２丁目１番１常　勤:    1わら歯科医院　理事長 新規 矯歯 現存
     科医院 (歯       1)　梶原　浩喜 平29. 9. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30805,0317,9 平松歯科医院 〒652-0063 078-521-8018平松　建司 平松　建司 平30. 4. 1歯   診療所
     神戸市兵庫区夢野町３－１０－１常　勤:    1 組織変更 現存
     ４ (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30905,0318,7 神戸みなとまち歯科　〒652-0804 078-512-1111楠本　雄生 楠本　雄生 平30. 3.31歯   歯外 矯歯診療所
     オーラルケア 神戸市兵庫区塚本通３丁目１－２非常勤:    2 その他 小歯 現存
     ４ (歯       2) 平30. 3.31
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31006,0134,6 河田歯科医院 〒653-0035 611-2447 河田　恭一郎 河田　恭一郎 昭49. 5.20歯   診療所
     神戸市長田区庄田町２－５－１３常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 5.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31106,0141,1 高橋歯科医院 〒653-0887 691-0118 高橋　健自 高橋　健自 昭51. 1. 1歯   診療所
     神戸市長田区檜川町１－９－１０常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31206,0152,8 平瀬歯科医院 〒653-0875 641-6933 平瀬　達次郎 平瀬　達次郎 昭56. 4. 1歯   診療所
     神戸市長田区丸山町２－２－１３常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31306,0153,6 藤井歯科医院 〒653-0805 641-7628 藤井　克典 藤井　克典 昭56. 5. 1歯   診療所
     神戸市長田区片山町３－２－２４常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
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  31406,0156,9 三田歯科医院 〒653-0053 735-1180 三田　智弘 三田　智弘 昭57. 1. 1歯   診療所
     神戸市長田区本庄町７－６－２０常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31506,0157,7 王歯科医院 〒653-0022 671-6480 王　朝生 王　朝生 昭57. 3. 1歯   診療所
     神戸市長田区東尻池町４－１０－常　勤:    1 現存
     １３ (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31606,0158,5 井上歯科医院 〒653-0814 621-2462 井上　潤三 井上　潤三 昭57. 4. 1歯   診療所
     神戸市長田区池田広町１６－１９常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31706,0164,3 松田歯科医院 〒653-0016 松田　義弘 松田　義弘 昭58. 3. 1歯   診療所
     神戸市長田区北町１－３３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31806,0166,8 礒田歯科クリニック 〒653-0812 691-0842 礒田　晴久 礒田　晴久 昭58. 4. 1歯   診療所
     神戸市長田区長田町１－４－２４常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31906,0168,4 石上歯科医院 〒653-0015 575-8813 石上　雅章 石上　雅章 昭58.11. 1歯   診療所
     神戸市長田区菅原通５－６０ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32006,0169,2 大畑歯科診療所 〒653-0054 731-6017 大畑　登代 大畑　登代 昭59. 2. 1歯   診療所
     神戸市長田区長楽町４－３－１３常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32106,0177,5 伊藤歯科クリニック 〒653-0811 621-7255 伊藤　貴志 伊藤　貴志 昭62. 9. 1歯   診療所
     神戸市長田区大塚町１－１－２１常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32206,0178,3 坪田歯科医院 〒653-0813 691-2555 坪田　照彦 坪田　照彦 昭62. 9. 1歯   診療所
     神戸市長田区宮川町１－２６－２常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32306,0180,9 歯科中西医院 〒653-0042 612-5500 中西　是生 中西　是生 昭63. 5. 1歯   診療所
     神戸市長田区二葉町４－４－６ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32406,0184,1 おおにし歯科 〒653-0024 671-6487 大西　克 大西　克 平元. 7. 1歯   診療所
     神戸市長田区浜添通３－４－１０常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
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  32506,0185,8 久野歯科医院 〒653-0836 611-7871 久野　元生 久野　元生 平元. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     神戸市長田区神楽町６－３－１５常　勤:    2 現存
     日進ビル２階 (歯       2) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32606,0186,6 志水歯科医院 〒653-0812 642-0108 志水　三郎 志水　三郎 平元. 8. 1歯   診療所
     神戸市長田区長田町１－３－１－常　勤:    1 現存
     ２０６ (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32706,0188,2 シオタニ歯科医院 〒653-0042 733-3011 塩谷　尚志 塩谷　尚志 平 2. 1. 1歯   診療所
     神戸市長田区二葉町６－１－１１常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32806,0191,6 まえだ歯科医院 〒653-0861 612-0825 前田　希 前田　希 平 3.10. 1歯   小歯 診療所
     神戸市長田区林山町１－１デメチ常　勤:    1 現存
     ル高取台１階 (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32906,0193,2 村上歯科医院 〒653-0874 691-0024 村上　勝也 村上　勝也 平 4. 6. 1歯   診療所
     神戸市長田区西丸山町２－１４－常　勤:    1 現存
     ６今井ビル２階 (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33006,0197,3 末瀬歯科医院 〒653-0037 621-4448 末瀬　裕一 末瀬　裕一 平 6. 3. 8歯   診療所
     神戸市長田区大橋町２－１－１７常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 3. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33106,0205,4 岡田歯科医院 〒653-0031 631-6565 岡田　誠一 岡田　誠一 平 7. 6. 1歯   診療所
     神戸市長田区西尻池町２－３－６常　勤:    1 現存
     フォレスト１階 (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33206,0206,2 森歯科医院 〒653-0841 621-0418 森　茂 森　茂 平 7. 6.26歯   診療所
     神戸市長田区松野通１－５－１６常　勤:    1 現存
     国際ビル２階 (歯       1) 平28. 6.26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33306,0208,8 片山歯科医院 〒653-0004 579-2270 片山　貴博 片山　貴博 平 8. 1. 1歯   診療所
     神戸市長田区四番町６－２－２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33406,0210,4 的場歯科医院 〒653-0041 611-4462 的場　正弘 的場　正弘 平 8. 3. 1歯   診療所
     神戸市長田区久保町３－９－１２常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成30年 6月 1日現在　歯科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成    34 頁

  33506,0211,2 きむら歯科医院 〒653-0811 078-641-3345医療法人社団きむら歯記村　恭造 平 8. 9. 1歯   診療所
     神戸市長田区大塚町１－８－１１常　勤:    2科医院　理事長　記村 現存
     プレノ長田３０２ (歯       2)　恭造 平29. 9. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33606,0214,6 原田歯科医院 〒653-0034 611-0134 原田　雅之 原田　雅之 平 9. 4. 1歯   診療所
     神戸市長田区駒栄町４－３－７ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33706,0215,3 中塚歯科医院 〒653-0022 681-0849 中塚　要 中塚　要 平 9. 5. 1歯   診療所
     神戸市長田区東尻池町２－５－２常　勤:    1 現存
     ０１ (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33806,0217,9 くにもと歯科医院 〒653-0016 078-511-3120國本　武 國本　武 平10. 6. 1歯   診療所
     神戸市長田区北町２丁目５１ヴァ常　勤:    1 新規 現存
     ルグランディール１階 (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33906,0222,9 王歯科クリニック 〒653-0843 078-611-8800王　朝駿 王　朝駿 平11. 5. 1歯   診療所
     神戸市長田区御屋敷通１－２－２常　勤:    1 移動 現存
     広瀬ビル１０１ (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34006,0224,5 加藤歯科医院 〒653-0016 078-577-4180孫　文洙 孫　文洙 平11. 9. 1歯   小歯 診療所
     神戸市長田区北町１－５４高速長常　勤:    1 新規 現存
     田ステーションビル３階 (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34106,0225,2 山中歯科医院 〒653-0036 078-631-4182山中　祥弘 山中　祥弘 平11.12. 1歯   診療所
     神戸市長田区腕塚町５丁目５－１常　勤:    1 移動 現存
     －２０３ (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34206,0226,0 南條歯科医院 〒653-0003 078-577-0051南條　忠正 南條　忠正 平12. 3. 1歯   小歯 診療所
     神戸市長田区五番町８丁目２－１常　勤:    1 移動 現存
     ４ (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34306,0227,8 土井歯科 〒653-0801 078-691-7181土井　久也 土井　久也 平13. 3.26歯   歯外 小歯診療所
     神戸市長田区房王寺町５丁目４－常　勤:    1 交代 矯歯 現存
     ６ (歯       1) 平25. 3.26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34406,0228,6 亀田歯科医院 〒653-0811 078-691-4312亀田　潤 亀田　潤 平13. 6.13歯   小歯 診療所
     神戸市長田区大塚町１丁目９－７常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平25. 6.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  34506,0229,4 やまなか歯科医院 〒653-0039 078-733-9144山中　尚 山中　尚 平13.10. 1歯   診療所
     神戸市長田区日吉町６丁目２－５常　勤:    1 新規 現存
     ファルコン日吉１階 (歯       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34606,0230,2 釜田歯科医院 〒653-0843 078-691-3263釜田　隆 釜田　隆 平14. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     神戸市長田区御屋敷通２－３－１常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34706,0231,0 コダマ歯科医院 〒653-0036 078-611-2227児玉　武則 児玉　武則 平14. 4. 1歯   診療所
     神戸市長田区腕塚町７丁目１－１常　勤:    1 移動 現存
     ９ (歯       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34806,0234,4 浜地歯科医院 〒653-0855 078-641-5200浜地　律知 浜地　律知 平15. 9. 1歯   診療所
     神戸市長田区長尾町１丁目７－２常　勤:    1 移動 現存
     ７－１０１ (歯       1) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34906,0236,9 神戸市立こうべ市歯科〒653-0042 078-612-8020神戸市長　久元　喜造億川　潔 平16. 4. 1歯   診療所
     センター 神戸市長田区二葉町５丁目１番１常　勤:    5 移動 現存
     －２０１号 (歯       5) 平28. 4. 1
     非常勤:   25
     (歯      25)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35006,0238,5 しみず歯科 〒653-0842 078-612-6480志水　雄一郎 志水　雄一郎 平16.11. 1歯   小歯 診療所
     神戸市長田区水笠通３丁目５－１常　勤:    1 新規 現存
     １ (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35106,0241,9 てい歯科医院 〒653-0841 078-631-2567鄭　相哲 鄭　相哲 平17. 5. 1歯   歯外 小歯診療所
     神戸市長田区松野通２－２－３４常　勤:    1 移動 現存
     第一興陽ビル２階 (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35206,0242,7 神戸医療生活共同組合〒653-0852 078-612-3160神戸医療生活協同組合津村　政則 平17. 5. 1歯   小歯 診療所
     　いたやど歯科 神戸市長田区山下町４丁目７番１常　勤:    2　理事長　道上　哲也 移動 現存
     ２号 (歯       2) 平29. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35306,0243,5 西松歯科医院 〒653-0021 078-671-6839西松　元五 西松　元五 平17. 6. 1歯   診療所
     神戸市長田区梅ケ香町１丁目１３常　勤:    1 移動 現存
     番７号 (歯       1) 平29. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  35406,0245,0 長谷川歯科医院 〒653-0841 078-621-3352長谷川　智子 長谷川　智子 平17. 9.30歯   小歯 歯外診療所
     神戸市長田区松野通２－５－２３常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平29. 9.30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35506,0246,8 宮本歯科医院 〒653-0038 078-611-1305宮本　宏 宮本　宏 平17.12.26歯   診療所
     神戸市長田区若松町３丁目１番２常　勤:    1 移動 現存
     －１０５ (歯       1) 平29.12.26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35606,0247,6 北上歯科医院 〒653-0812 078-691-5457北上　仁司 北上　仁司 平18. 1. 1歯   診療所
     神戸市長田区長田町８丁目６－２常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35706,0249,2 田上歯科医院 〒653-0015 078-575-5580田上　俊和 田上　俊和 平18. 3. 1歯   小歯 診療所
     神戸市長田区菅原通り４丁目２９常　勤:    1 新規 現存
     田上荘１Ｆ (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35806,0250,0 さとう歯科 〒653-0037 078-611-0864佐藤　浩司 佐藤　浩司 平18. 5. 1歯   歯外 小歯診療所
     神戸市長田区大橋町４－４－１ア常　勤:    1 新規 現存
     スタピア新長田ステーションフラ(歯       1) 平30. 5. 1
     ッツ２０１号
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35906,0251,8 医療法人社団神戸歯科〒653-0835 078-641-0118医療法人社団神戸歯科大畑　元敬 平18. 7. 1歯   診療所
     診療所 神戸市長田区細田町６丁目１－２常　勤:    1診療所　理事長　大畑 移動 現存
     ０ (歯       1)　元敬 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36006,0252,6 内田歯科医院 〒653-0854 078-641-0048内田　斉 内田　斉 平19. 1. 1歯   歯外 診療所
     神戸市長田区平和台町１－５－１常　勤:    1 交代 現存
     ５ (歯       1) 平25. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36106,0254,2 野瀬デンタルクリニッ〒653-0004 078-577-4618野瀬　了 野瀬　了 平19. 5. 1歯   小歯 診療所
     ク 神戸市長田区四番町７－２７ワコ常　勤:    1 新規 現存
     ーレ長田綜合ビル１階 (歯       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36206,0256,7 浜田歯科医院 〒653-0038 078-643-1841濱田　武 濱田　武 平20. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     神戸市長田区若松町５丁目２－１常　勤:    1 移動 現存
     －２０１ (歯       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36306,0257,5 のぞみ歯科 〒653-0811 078-691-0533亀田　貞子 亀田　貞子 平20. 5. 1歯   小歯 診療所
     神戸市長田区大塚町２－３－７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  36406,0258,3 髙橋歯科医院 〒653-0004 078-578-3130髙橋　研之 髙橋　研之 平20. 6. 1歯   歯外 矯歯診療所
     神戸市長田区四番町７丁目６－３常　勤:    1 移動 小歯 現存
     (歯       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36506,0259,1 阪本歯科医院 〒653-0805 078-691-8826医療法人社団　阪本歯阪本　崇典 平21. 1. 5歯   診療所
     神戸市長田区片山町５－１１－２常　勤:    2科医院　理事長　阪本 移動 現存
     ４－１０５ (歯       2)　義典 平27. 1. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36606,0261,7 長砂歯科医院 〒653-0042 078-611-4659長砂　孝 長砂　孝 平22. 3. 1歯   診療所
     神戸市長田区二葉町６－７－２－常　勤:    1 交代 現存
     １１２ (歯       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36706,0262,5 おおがま歯科医院 〒653-0812 078-646-8035大釜　一郎 大釜　一郎 平23. 4. 1歯   診療所
     神戸市長田区長田町１丁目２－４常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36806,0264,1 なぎ歯科医院 〒653-0843 078-611-0899南木　勲 南木　勲 平24. 4. 1歯   診療所
     神戸市長田区御屋敷通４丁目１－常　勤:    1 その他 現存
     ２３－２０１ (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36906,0265,8 もりもと歯科クリニッ〒653-0843 078-691-1182森本　啓介 森本　啓介 平26. 1. 1歯   小歯 診療所
     ク 神戸市長田区御屋敷通３－１－３常　勤:    1 新規 現存
     ４サンタウンアコルデ２Ｆ (歯       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37006,0266,6 つかさ歯科医院 〒653-0003 078-576-2759伊藤　司 伊藤　司 平27. 4. 1歯   診療所
     神戸市長田区五番町７丁目３－７常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37106,0267,4 伊集院歯科医院 〒653-0032 078-651-6480伊集院　景子 伊集院　景子 平27. 7. 1歯   診療所
     神戸市長田区苅藻通５－５－１０常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37206,0268,2 宗本歯科医院 〒653-0037 078-611-1988宮井　幸子 宮井　幸子 平29. 4. 1歯   歯外 診療所
     神戸市長田区大橋町６丁目１番１常　勤:    2 交代 現存
     －２０７号 (歯       2) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37306,0269,0 かもめ歯科 〒653-0023 078-682-4182医療法人社団海羽会　髙島　佑介 平29. 6.30歯   小歯 診療所
     神戸市長田区東尻池新町１番２０常　勤:    2理事長　髙島　佑介 組織変更 現存
     号イオン長田南ショッピングセン(歯       2) 平29. 6.30
     ター２Ｆ 非常勤:    2
     (歯       2)
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  37406,0270,8 久米歯科医院 〒653-0054 078-735-4180久米　徹 久米　徹 平30. 1. 1歯   歯外 小歯診療所
     神戸市長田区長楽町２－３－３ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37507,0046,0 池田歯科医院 〒654-0047 池田　英綱 池田　英綱 昭40. 4. 1歯   診療所
     神戸市須磨区磯馴町４－１－１１常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37607,0053,6 足立歯科医院 〒654-0032 足立　邁 足立　邁 昭45. 7. 1歯   診療所
     神戸市須磨区堀池町２－１－２９常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37707,0069,2 山口歯科医院 〒654-0143 078-791-3030山口　琢磨 山口　琢磨 昭52. 4. 1歯   診療所
     神戸市須磨区菅の台３－１３－２常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37807,0070,0 宮井歯科医院 〒654-0141 宮井　明彦 宮井　明彦 昭52. 6. 1歯   診療所
     神戸市須磨区竜ケ台５－１１－３常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37907,0074,2 ポート歯科 〒654-0081 078-734-1180溝井　啓泰 溝井　啓泰 昭54. 3. 1歯   診療所
     神戸市須磨区高倉台５－１２－１常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38007,0075,9 中村歯科医院 〒654-0103 792-3700 中村　繁 中村　繁 昭54. 4. 1歯   診療所
     神戸市須磨区白川台３－６２－３常　勤:    2 現存
     パークビラ２階 (歯       2) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38107,0076,7 杉歯科医院 〒654-0055 078-734-1439杉　誠一郎 杉　誠一郎 昭54. 6. 1歯   診療所
     神戸市須磨区須磨浦通４－４－６常　勤:    2 現存
     須磨浦ビル２０５号２０６号 (歯       2) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38207,0080,9 河田歯科医院 〒654-0154 078-793-3755河田　博恭 河田　博恭 昭54.10. 1歯   小歯 矯歯診療所
     神戸市須磨区中落合２－２－５名常　勤:    1 現存
     谷センタービル２階 (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38307,0081,7 定政歯科医院 〒654-0154 078-793-3500定政　規夫 定政　規夫 昭54.10. 1歯   小歯 診療所
     神戸市須磨区中落合２－２－５名常　勤:    2 現存
     谷センタービル３Ｆ (歯       2) 平24.10. 1
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  38407,0082,5 藤田歯科医院 〒654-0113 743-5300 藤田　大志 藤田　大志 昭54.10. 1歯   診療所
     神戸市須磨区緑が丘１－１８－１常　勤:    1 現存
     ０ (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38507,0083,3 西村歯科診療所 〒654-0141 078-792-7178西村　幸作 西村　幸作 昭55. 1. 1歯   診療所
     神戸市須磨区竜ケ台７－１－２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38607,0092,4 西山歯科医院 〒654-0051 734-6161 西山　彰 西山　彰 昭56. 5. 1歯   診療所
     神戸市須磨区月見山本町１－５－常　勤:    1 現存
     ２６月見山モール２階 (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38707,0093,2 根岸歯科医院 〒654-0162 792-1182 根岸　洋 根岸　洋 昭56. 7. 1歯   診療所
     神戸市須磨区神の谷２－１５－１常　勤:    3 現存
     (歯       3) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38807,0094,0 木村歯科医院 〒654-0131 741-7722 木村　伸男 木村　伸男 昭57. 3. 1歯   診療所
     神戸市須磨区横尾１－１１－１ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38907,0102,1 村上歯科医院 〒654-0162 村上　正彌 村上　正彌 昭58. 3. 1歯   診療所
     神戸市須磨区神の谷７ー１ー４ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39007,0104,7 上野歯科医院 〒654-0152 791-2202 上野　英人 上野　英人 昭58.11. 1歯   診療所
     神戸市須磨区東落合２－１４－１常　勤:    1 現存
     ７ (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39107,0109,6 小笠原歯科医院 〒654-0021 732-4746 小笠原　一光 小笠原　一光 昭59.11. 1歯   診療所
     神戸市須磨区平田町３－３－７ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39207,0111,2 神戸医療生活協同組合〒654-0121 078-741-7224神戸医療生活協同組合柴田　麻紀 昭60. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     　きたすま歯科 神戸市須磨区妙法寺字荒打３１４常　勤:    2　理事長　道上　哲也 現存
     －１ (歯       2) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39307,0115,3 安東歯科 〒654-0024 078-733-8241安東　英弘 安東　英弘 昭61.12. 1歯   診療所
     神戸市須磨区大田町４－１－８安常　勤:    1 現存
     東ビル１階 (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  39407,0118,7 斎藤小児歯科 〒654-0021 078-735-0418斎藤　誠一 斎藤　誠一 昭62.12. 1歯   小歯 診療所
     神戸市須磨区平田町２－３－９ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29.12. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39507,0119,5 大石歯科医院 〒654-0044 735-5906 大石　陽 大石　陽 昭63. 5. 1歯   診療所
     神戸市須磨区稲葉町２－１－９ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39607,0121,1 大矢歯科 〒654-0023 736-1188 大矢　隆志 大矢　隆志 昭63.10. 1歯   診療所
     神戸市須磨区戎町３－１－２４－常　勤:    1 現存
     ３Ｆ (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39707,0124,5 新田歯科 〒654-0141 793-4824 新田　典夫 新田　典夫 平元. 7. 1歯   診療所
     神戸市須磨区竜が台７－９－２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39807,0127,8 モモセ歯科医院 〒654-0031 078-733-0118百瀬　深志 百瀬　深志 平元.11. 1歯   診療所
     神戸市須磨区権現町３－６－４東常　勤:    1 現存
     須磨プラザ２階 (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39907,0131,0 笹原歯科医院 〒654-0103 795-2400 笹原　啓史 笹原　啓史 平 2.12. 1歯   診療所
     神戸市須磨区白川台３－７１－７常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40007,0135,1 島谷歯科医院 〒654-0103 078-792-0418医療法人社団島谷歯科島谷　俊秀 平 3. 9. 1歯   小歯 矯歯診療所
     神戸市須磨区白川台６丁目１７番常　勤:    1医院　理事長　島谷　 組織変更 現存
     地の１ (歯       1)俊秀 平24. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40107,0136,9 まえだ歯科医院 〒654-0012 732-5212 前田　孝哉 前田　孝哉 平 5. 5. 1歯   診療所
     神戸市須磨区飛松町３－４－７ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40207,0137,7 かねだ矯正歯科 〒654-0021 736-0736 立花　京子 立花　京子 平 5. 8. 1矯歯 診療所
     神戸市須磨区平田町２－３－９ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  40307,0138,5 杉村歯科医院 〒654-0134 796-1687 杉村　智行 杉村　智行 平 5. 8. 1一般         2診療所
     神戸市須磨区多井畑東町３－２ 常　勤:    1 歯   矯歯 小歯現存
     (歯       1) 平29. 8. 1歯外 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40407,0139,3 善本歯科医院 〒654-0021 732-3009 善本　光広 善本　光広 平 6. 1. 1一般         4診療所
     神戸市須磨区平田町２－２－２稲常　勤:    2 歯   現存
     岡ビル３階 (歯       2) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40507,0140,1 津田歯科医院 〒654-0111 742-3988 津田　豊浩 津田　豊浩 平 6. 3. 1一般         2診療所
     神戸市須磨区車字竹の下１３１９常　勤:    1 歯   小歯 現存
     (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40607,0141,9 石井歯科医院 〒654-0123 742-0133 石井　隆宏 下村　直人 平 6. 4. 1一般         2診療所
     神戸市須磨区清水台１－８アルテ常　勤:    2 歯   現存
     ピア１番街 (歯       2) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40707,0142,7 かとう歯科クリニック〒654-0134 793-0531 加藤　擁一 加藤　擁一 平 6. 4. 1歯   診療所
     神戸市須磨区多井畑東町７－１１常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40807,0143,5 前川歯科医院 〒654-0006 732-0064 前川　幸輝 前川　幸輝 平 7. 1. 1歯   診療所
     神戸市須磨区養老町３－２－１４常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40907,0147,6 渡辺歯科医院 〒654-0055 078-735-6105医療法人社団渡辺歯科渡邉　孝 平 8. 1. 1歯   診療所
     神戸市須磨区須磨浦通４－８－５常　勤:    1医院　理事長　渡邉　 現存
     (歯       1)孝 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41007,0151,8 ふじた歯科医院 〒654-0021 078-737-3718藤田　浩司 藤田　浩司 平 8. 5. 1歯   診療所
     神戸市須磨区平田町５－３－２Ｄ常　勤:    1 現存
     ＡＩＭＯＮ平田町１０１ (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41107,0152,6 清水歯科医院 〒654-0022 732-3461 清水　孝治 清水　孝治 平 9. 1. 1歯   診療所
     神戸市須磨区大黒町３－４－１３常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41207,0153,4 幸田歯科医院 〒654-0022 733-1151 幸田　秀樹 幸田　秀樹 平 9. 3. 1歯   矯歯 小歯診療所
     神戸市須磨区大黒町３－１－１シ常　勤:    1 現存
     ーガルパレス板宿２階 (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  41307,0155,9 岡田歯科医院 〒654-0102 078-743-3338医療法人社団岡田歯科岡田　利雄 平 9. 7. 1歯   診療所
     神戸市須磨区東白川台１－２－１常　勤:    1医院　理事長　岡田　 組織変更 現存
     (歯       1)利雄 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41407,0156,7 もんぐち歯科 〒654-0033 078-737-0399門口　和弘 門口　和弘 平 9. 9. 1歯   小歯 診療所
     神戸市須磨区東町１－２－９ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41507,0157,5 さとう歯科医院 〒654-0103 078-793-4919佐藤　高弘 佐藤　高弘 平 9.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     神戸市須磨区白川台１－４－１１常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41607,0158,3 大森歯科口腔外科クリ〒654-0012 078-732-1184大森　昭輝 大森　昭輝 平10. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     ニック 神戸市須磨区飛松町３丁目２－５ 新規 現存
     －３０１中田ビル３階 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41707,0159,1 前田歯科医院 〒654-0035 078-731-9884前田　直哉 前田　直哉 平10. 6. 4歯   診療所
     神戸市須磨区中島町２丁目４－１常　勤:    1 交代 現存
     １ (歯       1) 平28. 6. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41807,0160,9 まつお歯科医院 〒654-0121 078-747-3338松尾　卓明 松尾　卓明 平11. 9. 1歯   診療所
     神戸市須磨区妙法寺字界地８２－常　勤:    1 新規 現存
     ２山本ビル２階 (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41907,0161,7 すぎもと歯科 〒654-0055 078-734-4118杉本　勝一 杉本　勝一 平11.11. 1歯   診療所
     神戸市須磨区須磨浦通４－６－９常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42007,0162,5 田中歯科医院 〒654-0023 078-732-2728田中　博雄 田中　博雄 平12. 4. 1歯   診療所
     神戸市須磨区戎町３丁目１－２３常　勤:    1 交代 現存
     シーホースビル３階 (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42107,0163,3 つぼい歯科医院 〒654-0153 078-796-6480坪井　孝雄 坪井　孝雄 平12. 6. 1歯   小歯 診療所
     神戸市須磨区南落合３丁目８－１常　勤:    2 新規 現存
     ０ (歯       2) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42207,0164,1 清水歯科医院 〒654-0131 078-741-4182清水　一彦 清水　一彦 平12. 6. 1歯   小歯 診療所
     神戸市須磨区横尾１－２８４－１常　勤:    1 移動 現存
     横尾ビル (歯       1) 平30. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  42307,0165,8 きくち矯正歯科 〒654-0131 078-747-1588菊地　孝 菊地　孝 平12. 8. 1歯   矯歯 診療所
     神戸市須磨区横尾１－２８４－１常　勤:    1 新規 現存
     横尾ビル４Ｆ (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42407,0166,6 武貞歯科 〒654-0012 078-735-3513武貞　至浩 武貞　至浩 平12.10. 1歯   診療所
     神戸市須磨区飛松町３丁目２－１常　勤:    1 移動 現存
     １ (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42507,0167,4 﨑山歯科医院 〒654-0142 078-792-8244﨑山　裕行 﨑山　裕行 平12.11. 1歯   診療所
     神戸市須磨区友が丘１丁目１１７常　勤:    1 交代 現存
     －３ (歯       1) 平24.11. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42607,0168,2 原田歯科医院 〒654-0103 078-795-1120原田　憲作 原田　憲作 平13. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     神戸市須磨区白川台３丁目６４－常　勤:    2 新規 矯歯 現存
     ２ (歯       2) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42707,0169,0 白川歯科医院 〒654-0121 078-747-1180白川　佳朗 白川　佳朗 平13. 5. 1歯   歯外 小歯診療所
     神戸市須磨区妙法寺字荒打３０８常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     －５レジデンス妙法寺１階 (歯       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42807,0170,8 今井歯科クリニック 〒654-0024 078-732-1277今井　健二 今井　健二 平14. 5. 1歯   診療所
     神戸市須磨区大田町７丁目３－１常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平26. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42907,0173,2 横田歯科医院 〒654-0053 078-735-1156横田　一正 横田　一正 平15.11. 1歯   診療所
     神戸市須磨区天神町４丁目４－２常　勤:    1 移動 現存
     ９コンコード１０１号 (歯       1) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43007,0174,0 とも歯科医院 〒654-0012 078-735-6480坂口　智計 坂口　智計 平16. 9. 1歯   歯外 小歯診療所
     神戸市須磨区飛松町３－１－３　常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     ３Ｆ (歯       1) 平28. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43107,0175,7 佐伯歯科医院 〒654-0026 078-732-4618佐伯　光規 佐伯　光規 平16.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     神戸市須磨区大池町５丁目１６－常　勤:    1 新規 現存
     ４ヴィタ大池１Ｆ (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  43207,0176,5 八十嶋病院附属歯科診〒654-0012 078-731-8311医療法人八十嶋病院　山田　倫子 平18. 4. 1歯   診療所
     療所 神戸市須磨区飛松町４丁目１１番常　勤:    1理事長　八十嶋　涼子 新規 現存
     地の３サンパレス２１須磨Ⅱ (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43307,0178,1 ファミリー歯科クリニ〒654-0151 078-796-3020黒木　栄司 黒木　栄司 平18. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     ック 神戸市須磨区北落合３丁目２８－常　勤:    1 交代 矯歯 現存
     ２－２０１ (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43407,0179,9 金月歯科医院 〒654-0081 078-731-4750金月　章 金月　章 平18.10. 1歯   診療所
     神戸市須磨区高倉台１丁目７－２常　勤:    1 交代 現存
     ０ (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43507,0180,7 ふくおか歯科医院 〒654-0143 078-797-6480福岡　敏郎 福岡　敏郎 平19. 4. 1歯   診療所
     神戸市須磨区菅の台６－２２－９常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43607,0181,5 西條歯科医院 〒654-0054 078-731-7138西條　眞悟 西條　眞悟 平19. 4. 1歯   診療所
     神戸市須磨区須磨本町１丁目４－常　勤:    2 交代 現存
     １１ (歯       2) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43707,0182,3 渡辺矯正歯科 〒654-0151 078-795-0888渡辺　真太郎 渡辺　真太郎 平19. 4. 1矯歯 診療所
     神戸市須磨区北落合２丁目７－４常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43807,0183,1 もとし歯科クリニック〒654-0151 078-794-4182医療法人社団　もとし岡持　元志 平19. 6. 1歯   小歯 矯歯診療所
     神戸市須磨区北落合１丁目１番地常　勤:    1歯科クリニック　理事 組織変更 現存
     ４ (歯       1)長　岡持　元志 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43907,0184,9 やまもと歯科クリニッ〒654-0052 078-735-4182山本　修平 山本　修平 平19.10. 1歯   小歯 診療所
     ク 神戸市須磨区行幸町３－８－２８常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44007,0185,6 名谷ステーションデン〒654-0154 078-796-3190新原　秀人 新原　秀人 平20. 4. 8歯   歯外 小歯診療所
     タル 神戸市須磨区中落合２丁目３番１常　勤:    3 移動 矯歯 現存
     号名谷駅２階 (歯       3) 平26. 4. 8
     非常勤:    6
     (歯       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44107,0186,4 西端歯科医院 〒654-0052 078-733-4182西端　英典 西端　英典 平20. 4. 1歯   診療所
     神戸市須磨区行幸町４－４－１１常　勤:    2 移動 現存
     (歯       2) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  44207,0187,2 むらかみ歯科 〒654-0071 078-734-1855村上　幸司 村上　幸司 平20. 5. 1歯   診療所
     神戸市須磨区須磨寺町２－７－５常　勤:    1 新規 現存
     メディック須磨寺２Ｆ (歯       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44307,0188,0 内田歯科医院 〒654-0141 078-795-6482内田　良吾 内田　良吾 平20. 7. 1歯   小歯 診療所
     神戸市須磨区竜が台６丁目２－９常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44407,0189,8 岩城歯科医院 〒654-0026 078-747-0004岩城　公仁 岩城　公仁 平21. 5. 1歯   小歯 診療所
     神戸市須磨区大池町５－１７－１常　勤:    1 新規 現存
     　シティタワーグラン須磨鷹取１(歯       1) 平27. 5. 1
     階 非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44507,0192,2 遠藤歯科 〒654-0071 078-736-0024遠藤　勉 遠藤　勉 平22. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     神戸市須磨区須磨寺町１－７－２常　勤:    1 移動 現存
     ０ (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44607,0193,0 村井歯科 〒654-0051 078-737-1513村井　徹 村井　徹 平23. 1.11歯   小歯 矯歯診療所
     神戸市須磨区月見山本町２丁目６常　勤:    1 移動 現存
     －１６－２ (歯       1) 平29. 1.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44707,0194,8 谷山歯科クリニック 〒654-0045 078-732-0056医療法人社団谷山会　谷山　健太郎 平23.12. 1歯   小歯 診療所
     神戸市須磨区松風町五丁目２番３ 理事長　谷山　明子 新規 現存
     ３－１０５号 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44807,0197,1 もりした歯科医院 〒654-0154 078-793-1320医療法人社団もりした森下　孝良 平24. 3. 1歯   診療所
     神戸市須磨区中落合３丁目１－１常　勤:    1歯科医院　理事長　森 組織変更 現存
     ０ＬＵＣＣＡ名谷３Ｆ (歯       1)下　孝良 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44907,0198,9 山本歯科医院 〒654-0151 078-793-0418山本　貴史 山本　貴史 平25. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     神戸市須磨区北落合２丁目１０の常　勤:    1 交代 現存
     １０ (歯       1) 平25. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45007,0199,7 のぶ歯科クリニック 〒654-0011 078-732-1155医療法人社団のぶ歯科丸橋　伸行 平25. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     神戸市須磨区前池町４丁目３番５常　勤:    2クリニック　理事長　 組織変更 現存
     号 (歯       2)丸橋　伸行 平25. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  45107,0204,5 島原歯科医院 〒654-0014 078-731-2582島原　理 島原　理 平27.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     神戸市須磨区若木町１－５－１０常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45207,0206,0 神戸歯周病歯科クリニ〒654-0039 078-733-6480医療法人社団　神戸歯白澤　昭一 平28. 1. 4歯   診療所
     ック 神戸市須磨区鷹取町３丁目２番１常　勤:    1周病歯科クリニック　 組織変更 現存
     ０号 (歯       1)理事長　白澤　昭一 平28. 1. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45307,0207,8 ネクサス板宿デンタル〒654-0011 078-754-7168山﨑　裕隆 山﨑　裕隆 平28. 6. 1歯   小歯 矯歯診療所
     クリニック 神戸市須磨区前池町１丁目１－２常　勤:    1 新規 歯外 現存
     ０ (歯       1) 平28. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45407,0208,6 てい歯科医院 〒654-0055 078-733-8219鄭　哲浩 鄭　哲浩 平29. 4. 1歯   小歯 診療所
     神戸市須磨区須磨浦通４丁目７－常　勤:    1 移動 現存
     ７ (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45508,0067,4 西田歯科医院 〒655-0007 西田　浩 西田　浩 昭44. 2. 1歯   診療所
     神戸市垂水区多聞台２丁目９－１常　勤:    1 現存
     ８ (歯       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45608,0069,0 板倉歯科医院 〒655-0007 板倉　絋一 板倉　絋一 昭45. 5. 1歯   診療所
     神戸市垂水区多聞台３丁目７－１常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45708,0076,5 山崎歯科医院 〒655-0885 山崎　晃 山崎　晃 昭47. 8. 1歯   診療所
     神戸市垂水区泉ケ丘１丁目７－７常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45808,0082,3 田村歯科 〒655-0005 078-707-0226田村　忠昭 田村　忠昭 昭48.11. 1歯   診療所
     神戸市垂水区潮見が丘２丁目１－常　勤:    2 現存
     ２８ (歯       2) 平24.11. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45908,0084,9 安藤歯科医院 〒655-0872 078-753-1278安藤　豊 安藤　豊 昭50. 3. 1歯   診療所
     神戸市垂水区塩屋町８丁目１－８常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46008,0086,4 小林歯科医院 〒655-0006 小林　洋三 小林　洋三 昭50. 5. 1歯   小歯 診療所
     神戸市垂水区本多聞４丁目１番２常　勤:    1 現存
     ５５の１０２ (歯       1) 平29. 5. 1
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  46108,0099,7 難波歯科医院 〒655-0004 078-783-5111難波　克明 難波　克明 昭52.12. 1歯   診療所
     神戸市垂水区学ケ丘４丁目１０－常　勤:    1 現存
     ３０ (歯       1) 平28.12. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46208,0111,0 四宮歯科医院 〒655-0884 078-753-5355四宮　敬司 四宮　敬司 昭54.10. 1歯   診療所
     神戸市垂水区城が山１丁目１０－常　勤:    1 現存
     ３２ (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46308,0113,6 松野歯科医院 〒655-0025 078-707-0111松野　吉晃 松野　吉晃 昭55. 3. 1歯   診療所
     神戸市垂水区瑞ケ丘５－１０ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46408,0115,1 小林歯科医院 〒655-0029 小林　徹 小林　徹 昭55. 4. 1歯   診療所
     神戸市垂水区天ノ下町５－２８ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46508,0116,9 六島歯科 〒655-0028 六島　嘉一 六島　嘉一 昭55. 5. 1歯   診療所
     神戸市垂水区宮本町３－１４ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46608,0129,2 赤松歯科医院 〒655-0853 078-705-3136赤松　正広 赤松　正広 昭57.10. 1歯   診療所
     神戸市垂水区つつじが丘４丁目５常　勤:    1 現存
     －１ (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46708,0130,0 沼田歯科医院 〒655-0046 078-784-5718沼田　信弘 沼田　信弘 昭57.12. 1歯   診療所
     神戸市垂水区舞子台８丁目７－６常　勤:    1 現存
     長浜ビル２階 (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46808,0132,6 河合歯科医院 〒655-0027 078-706-5019河合　恵 河合　恵 昭58.11. 1歯   診療所
     神戸市垂水区神田町６－１６ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46908,0133,4 神田歯科医院 〒655-0894 078-752-1855神田　和夫 神田　和夫 昭59. 1. 1歯   診療所
     神戸市垂水区川原３丁目２－５ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47008,0135,9 やよい歯科医院 〒655-0023 078-708-2830坪田　弥生 坪田　弥生 昭59. 8. 1歯   診療所
     神戸市垂水区清水通２－２－２０常　勤:    1 現存
     １ (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  47108,0137,5 鈴木歯科医院 〒655-0884 078-751-4100鈴木　一郎 鈴木　一郎 昭59.10. 1歯   診療所
     神戸市垂水区城が山２丁目８－８常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47208,0144,1 片山歯科 〒655-0872 片山　博司 片山　博司 昭60.12. 1歯   診療所
     神戸市垂水区塩屋町４丁目１６－常　勤:    1 現存
     ８ (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47308,0145,8 守内歯科医院 〒655-0026 守内　秀樹 守内　秀樹 昭61. 1. 1歯   診療所
     神戸市垂水区陸ノ町２－１０ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47408,0146,6 中井歯科医院 〒655-0046 中井　祐一郎 中井　祐一郎 昭61. 4. 1歯   診療所
     神戸市垂水区舞子台２丁目９－３常　勤:    1 現存
     ０－１０５ (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47508,0147,4 かねまつ歯科医院 〒655-0011 兼松　陳重 兼松　陳重 昭61. 5. 1歯   診療所
     神戸市垂水区千鳥ケ丘３丁目１８常　勤:    1 現存
     －１１ (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47608,0151,6 糸永歯科医院 〒655-0873 078-753-5757糸永　雄二郎 糸永　雄二郎 昭62. 4. 1歯   診療所
     神戸市垂水区青山台４丁目８－１常　勤:    1 現存
     ８森ビル２階 (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47708,0154,0 立花歯科医院 〒655-0894 078-752-8211立花　和喜男 立花　和喜男 昭62.10. 1歯   診療所
     神戸市垂水区川原２丁目２－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47808,0155,7 由良歯科医院 〒655-0012 078-705-0418由良　博 由良　博 昭62.12. 1歯   矯歯 小歯診療所
     神戸市垂水区向陽２丁目６－２３常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47908,0156,5 長谷川歯科 〒655-0032 078-708-1322長谷川　貴則 長谷川　貴則 昭63. 1. 1歯   診療所
     神戸市垂水区星ケ丘１丁目４－４常　勤:    1 現存
     ０ (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48008,0160,7 カナムラ歯科 〒655-0881 078-751-4181松田　正一 松田　正一 昭63.12. 1歯   診療所
     神戸市垂水区東垂水町菅の口６３常　勤:    1 現存
     ４－１辻本ビル２階 (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  48108,0161,5 難波歯科医院 〒655-0039 078-707-0132難波　良司 難波　良司 平元. 2. 1歯   診療所
     神戸市垂水区霞ケ丘１－３－１４常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48208,0163,1 もりがみ歯科医院 〒655-0026 078-705-3937森上　政宏 森上　政宏 平元. 4. 1歯   診療所
     神戸市垂水区陸の町１－５上田ビ常　勤:    1 現存
     ル３階 (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48308,0165,6 本多歯科医院 〒655-0033 078-707-3049本多　肇 本多　肇 平元. 9. 1歯   矯歯 診療所
     神戸市垂水区旭ケ丘３丁目１５－常　勤:    3 現存
     ２７ (歯       3) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48408,0167,2 福山歯科医院 〒655-0041 078-785-3777福山　博人 福山　博人 平 2. 4. 1歯   診療所
     神戸市垂水区神陵台５－９－５ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48508,0168,0 加藤歯科医院 〒655-0852 078-794-1300加藤　義人 加藤　義人 平 2. 5. 1歯   診療所
     神戸市垂水区名谷町字湯屋谷２２常　勤:    1 現存
     ３７－６ (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48608,0173,0 宇都宮歯科クリニック〒655-0032 078-709-0118宇都宮　淳 宇都宮　淳 平 2.11. 1歯   診療所
     神戸市垂水区星ケ丘１丁目１－９常　勤:    2 現存
     ８ (歯       2) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48708,0174,8 木下歯科医院 〒655-0004 078-782-8932木下　秀彦 木下　秀彦 平 3.11. 1歯   診療所
     神戸市垂水区学ケ丘３丁目４－１常　勤:    1 現存
     ドルミハイツ垂水Ａ棟１階 (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48808,0175,5 中津歯科医院 〒655-0006 078-784-7888医療法人社団中津歯科中津　慶二 平 4. 1. 1歯   診療所
     神戸市垂水区本多聞６－２２－５常　勤:    1医院　理事長　中津　 現存
     ０ (歯       1)慶二 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48908,0180,5 清瀬歯科医院 〒655-0037 078-785-2002清瀬　雅則 清瀬　雅則 平 4.10.10歯   矯歯 小歯診療所
     神戸市垂水区歌敷山４丁目１－１常　勤:    1 現存
     ９サングレース舞子００１号 (歯       1) 平28.10.10
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49008,0182,1 木下歯科医院 〒655-0017 078-707-1300木下　保 木下　保 平 5. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     神戸市垂水区上高丸１丁目１０－常　勤:    2 現存
     １５ (歯       2) 平29. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
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  49108,0183,9 松林小児歯科クリニッ〒655-0027 078-709-0858松林　紘也 松林　紘也 平 5. 9. 1矯歯 小歯 診療所
     ク 神戸市垂水区神田町２－９－４０常　勤:    1 現存
     １ (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49208,0184,7 幸田歯科医院 〒655-0873 078-752-4711幸田　起泰 幸田　起泰 平 5.10. 1歯   診療所
     神戸市垂水区青山台２－１７－２常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49308,0185,4 春藤歯科医院 〒655-0046 078-782-8241医療法人社団春藤歯科春藤　泰之 平 5.12. 1歯   診療所
     神戸市垂水区舞子台６－１０－３常　勤:    1医院　理事長　春藤　 現存
     クボビル２０１ (歯       1)泰之 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49408,0186,2 関谷歯科医院 〒655-0884 078-753-4191関谷　幸之助 関谷　幸之助 平 6. 2. 1歯   小歯 診療所
     神戸市垂水区城が山１丁目７－３常　勤:    1 現存
     ブリックブロック１０３号 (歯       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49508,0188,8 糸永歯科医院 〒655-0027 078-707-0363糸永　茂雄 糸永　茂雄 平 6. 5. 1歯   診療所
     神戸市垂水区神田町２－４０磯部常　勤:    1 現存
     ビル５階 (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49608,0189,6 丸山歯科医院 〒655-0004 078-783-8211丸山　和久 丸山　和久 平 6.11. 1歯   小歯 診療所
     神戸市垂水区学ケ丘４－２５－１常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49708,0191,2 たかとし歯科医院 〒655-0854 078-753-5158医療法人社団たかとし陳　隆俊 平 6.12. 1歯   矯歯 小歯診療所
     神戸市垂水区桃山台１丁目１１－常　勤:    1歯科医院　理事長　陳 現存
     １ (歯       1)　隆俊 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49808,0196,1 けん歯科クリニック 〒655-0038 078-784-8810金沢　健泰 金沢　健泰 平 7.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     神戸市垂水区星陵台１丁目４－８常　勤:    1 現存
     ２階２０１号室 (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49908,0197,9 平田歯科 〒655-0049 078-782-9999平田　憲雄 平田　憲雄 平 8. 7. 1歯   診療所
     神戸市垂水区狩口台７丁目１２－常　勤:    1 現存
     ２１ (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50008,0199,5 つちや矯正歯科クリニ〒655-0027 078-707-8002医療法人社団つちや矯土屋　雅文 平 8. 9. 1矯歯 診療所
     ック 神戸市垂水区神田町２丁目４０－常　勤:    2正歯科クリニック　理 現存
     ３０１ (歯       2)事長　土屋　雅文 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  50108,0201,9 梶歯科医院 〒655-0029 078-707-2735梶　宏昭 梶　宏昭 平 8.11. 1歯   診療所
     神戸市垂水区天の下町１－１ウエ常　勤:    2 現存
     ステ垂水２２３号 (歯       2) 平29.11. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50208,0202,7 サミゾ歯科 〒655-0033 078-709-0574医療法人社団　サミゾ佐溝　隆 平 9. 2. 1歯   小歯 診療所
     神戸市垂水区旭が丘２丁目３－３常　勤:    1歯科　理事長　佐溝　 現存
     (歯       1)隆 平30. 2. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50308,0203,5 井上歯科医院 〒655-0029 078-705-0722医療法人社団　井上歯井上　泰介 平 9. 3. 1歯   診療所
     神戸市垂水区天の下町１１－１３常　勤:    2科医院　理事長　井上 現存
     　旭マンション１階 (歯       2)　泰介 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50408,0204,3 かなずみ歯科 〒655-0031 078-785-4648医療法人社団　かなず金住　善次 平 9. 3. 1歯   小歯 矯歯診療所
     神戸市垂水区清水ケ丘３丁目６－常　勤:    2み歯科　理事長　金住 組織変更 歯外 現存
     １２ (歯       2)　善次 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50508,0205,0 いのうえ歯科 〒655-0046 078-786-0305井上　一 井上　一 平 9. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     神戸市垂水区舞子台６丁目１０－常　勤:    1 現存
     １８ (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50608,0207,6 ながた歯科クリニック〒655-0873 078-752-1182永田　俊輔 永田　俊輔 平 9. 7. 1歯   小歯 診療所
     神戸市垂水区青山台７－７－１４常　勤:    1 新規 現存
     階 (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50708,0209,2 鈴木歯科クリニック 〒655-0006 078-784-0088鈴木　智宏 鈴木　智宏 平10. 5. 1歯   小歯 診療所
     神戸市垂水区本多聞２丁目１２－常　勤:    1 新規 現存
     ２０アネックス本多聞２階 (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50808,0210,0 むかいやま歯科クリニ〒655-0026 078-707-7786向山　伸之 向山　伸之 平10.10. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ック 神戸市垂水区陸ノ町１－２サン＆常　勤:    1 新規 現存
     サンビル２階 (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50908,0212,6 井上矯正歯科クリニッ〒655-0027 078-705-3001井上　暁 井上　暁 平11. 4. 1矯歯 診療所
     ク 神戸市垂水区神田町４－３０フレ常　勤:    1 新規 現存
     ンドリー垂水３階 (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51008,0213,4 杉本歯科クリニック 〒655-0892 078-706-3781杉本　眞哉 杉本　眞哉 平11. 4. 1歯   小歯 診療所
     神戸市垂水区平磯４－４－７－１常　勤:    1 新規 現存
     ０１ (歯       1) 平29. 4. 1



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

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成30年 6月 1日現在　歯科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成    52 頁

  51108,0214,2 東山歯科医院 〒655-0028 078-704-5282東山　一郎 東山　一郎 平11. 6. 1歯   診療所
     神戸市垂水区宮本町３－３０駅前常　勤:    1 新規 現存
     ビル３階 (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51208,0215,9 水谷歯科クリニック 〒655-0852 078-704-5455水谷　義樹 水谷　義樹 平11. 7. 1歯   小歯 診療所
     神戸市垂水区名谷町字横尾１７８常　勤:    1 新規 現存
     ６－１セントラルコート名谷１階(歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51308,0216,7 こうの歯科医院 〒655-0043 078-787-3648河野　裕一郎 河野　裕一郎 平11. 9. 1歯   小歯 診療所
     神戸市垂水区南多聞台１－６－１常　勤:    1 新規 現存
     ３ (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51408,0217,5 堀家歯科医院 〒655-0025 078-707-2486武田　敏良 武田　敏良 平11. 8. 8歯   診療所
     神戸市垂水区瑞ケ丘３－６ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平29. 8. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51508,0222,5 大口歯科医院 〒655-0025 078-707-0118大口　忠彦 大口　忠彦 平12. 8. 1歯   診療所
     神戸市垂水区瑞ケ丘９－１０ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51608,0223,3 たぐち歯科クリニック〒655-0004 078-785-4618田口　史朗 田口　史朗 平12.11. 1歯   小歯 矯歯診療所
     神戸市垂水区学が丘４－１５－１常　勤:    1 新規 現存
     ５－２０２ (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51708,0224,1 田口歯科医院 〒655-0047 078-783-5959田口　雅史 田口　雅史 平13. 3. 1歯   小歯 診療所
     神戸市垂水区東舞子町１０－１－常　勤:    1 移動 現存
     １１４ (歯       1) 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51808,0228,2 みやまる歯科医院 〒655-0003 078-784-3939宮丸　英一郎 宮丸　英一郎 平14. 7. 1歯   小歯 診療所
     神戸市垂水区小束山本町２丁目１常　勤:    1 新規 現存
     －４プリンス小束山１０２ (歯       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51908,0229,0 森山歯科医院 〒655-0041 078-781-5954森山　浩 森山　浩 平14. 8. 1歯   小歯 矯歯診療所
     神戸市垂水区神陵台７－４－１４常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52008,0230,8 はらだ歯科医院 〒655-0872 078-755-5885原田　知明 原田　知明 平15. 2. 1歯   小歯 診療所
     神戸市垂水区塩屋町３－７－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52108,0231,6 くすもと歯科クリニッ〒655-0038 078-787-3430楠本　宗克 楠本　宗克 平15. 2. 1歯   矯歯 小歯診療所
     ク 神戸市垂水区星陵台７丁目１５－常　勤:    1 新規 歯外 現存
     １４ (歯       1) 平27. 2. 1
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  52208,0233,2 ひで歯科医院 〒655-0002 078-795-4182秀　有剛 秀　有剛 平15. 2. 1歯   小歯 診療所
     神戸市垂水区小束山５丁目２－５常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平27. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52308,0234,0 かみお歯科医院 〒655-0865 078-753-0053神尾　雅之 神尾　雅之 平15. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     神戸市垂水区清玄町３２番地の８常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52408,0235,7 やまさき歯科医院 〒655-0048 078-785-0020山﨑　守彦 山﨑　守彦 平16. 4. 1歯   診療所
     神戸市垂水区西舞子２丁目１２－常　勤:    1 新規 現存
     ５３サンマリン舞子２０１号室 (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52508,0236,5 きむら歯科医院 〒655-0049 078-784-6199木村　吉伸 木村　吉伸 平16. 5. 1歯   診療所
     神戸市垂水区狩口台７丁目１－２常　勤:    1 新規 現存
     ７ (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52608,0237,3 坂田小児歯科 〒655-0039 078-708-8161坂田　滋 坂田　滋 平17. 1. 1小歯 診療所
     神戸市垂水区霞ケ丘４－１－８ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52708,0238,1 大前歯科医院 〒655-0048 078-783-0806大前　健治 大前　健治 平17. 5. 1歯   診療所
     神戸市垂水区西舞子３－１－２９常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52808,0242,3 西元歯科医院 〒655-0006 078-783-8827西元　孝雄 西元　孝雄 平18. 1. 1歯   診療所
     神戸市垂水区本多聞７丁目１４－常　勤:    1 移動 現存
     １ (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52908,0243,1 なかがわ歯科クリニッ〒655-0046 078-785-4182中川　翼 中川　翼 平18. 6. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ク 神戸市垂水区舞子台６丁目２０－常　勤:    1 新規 現存
     １９ (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53008,0244,9 イワタ歯科医院 〒655-0046 078-783-1463医療法人社団イワタ歯岩田　 宏 平18. 7. 1歯   小歯 診療所
     神戸市垂水区舞子台３丁目１３番常　勤:    1科医院　理事長　岩田 組織変更 現存
     １号 (歯       1)　 宏 平24. 7. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53108,0246,4 医療法人社団　髙橋歯〒655-0874 078-752-0002医療法人社団　髙橋歯髙橋　潔 平18. 9. 1歯   診療所
     科 神戸市垂水区美山台１丁目９番７常　勤:    1科　理事長　髙橋　潔 移動 現存
     ４号 (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  53208,0248,0 おおもり歯科医院 〒655-0048 078-787-2500大森　茂樹 大森　茂樹 平19. 2. 1歯   小歯 診療所
     神戸市垂水区西舞子２丁目１３－常　勤:    1 新規 現存
     ２９ (歯       1) 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53308,0249,8 藤田歯科医院 〒655-0038 078-782-9168伊藤　優子 伊藤　優子 平19.12. 1歯   小歯 診療所
     神戸市垂水区星陵台５丁目１－９常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53408,0251,4 近藤歯科医院 〒655-0015 078-707-4378近藤　明徳 近藤　明徳 平20. 9. 1歯   小歯 矯歯診療所
     神戸市垂水区野田通４番３号 常　勤:    2 移動 現存
     (歯       2) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53508,0252,2 ゆら歯科クリニック 〒655-0013 078-708-4180由良　公二 由良　公二 平20.11. 1歯   矯歯 小歯診療所
     神戸市垂水区福田２－１－１８ 常　勤:    2 新規 歯外 現存
     (歯       2) 平26.11. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53608,0253,0 なつき歯科 〒655-0035 078-709-0099夏木　順年 夏木　順年 平20.12.25歯   小歯 診療所
     神戸市垂水区五色山８丁目２－２常　勤:    1 移動 現存
     ５ (歯       1) 平26.12.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53708,0254,8 ひらの歯科医院 〒655-0033 078-709-6608平野　享 平野　享 平21. 4. 1歯   診療所
     神戸市垂水区旭が丘１丁目３－３常　勤:    1 移動 現存
     ５　垂水マンション１０６号 (歯       1) 平27. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53808,0255,5 中沢歯科医院 〒655-0872 078-753-4434中澤　賢一 中澤　賢一 平21. 5. 7歯   診療所
     神戸市垂水区塩屋町４丁目３－３常　勤:    1 移動 現存
     ４ (歯       1) 平27. 5. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53908,0256,3 藤原歯科医院 〒655-0004 078-787-8755医療法人社団　サクラ藤原　士郎 平23. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     神戸市垂水区学が丘１丁目１４－常　勤:    3会藤原歯科医院　理事 組織変更 現存
     １ (歯       3)長　藤原　士郎 平29. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54008,0257,1 木佐木歯科 〒655-0046 078-785-4018医療法人社団木佐木歯木佐木　幸男 平23. 8.24歯   小歯 診療所
     神戸市垂水区舞子台８丁目５番３常　勤:    1科　理事長　木佐木　 移動 現存
     ６号 (歯       1)幸男 平29. 8.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  54108,0258,9 森本歯科医院 〒655-0034 078-709-7038森本　航 森本　航 平23.11. 1歯   診療所
     神戸市垂水区仲田１丁目８－３０常　勤:    1 その他 現存
     (歯       1) 平29.11. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54208,0261,3 元村歯科医院 〒655-0854 078-752-1214元村　昌平 元村　昌平 平25. 1. 1歯   診療所
     神戸市垂水区桃山台３丁目１１－常　勤:    2 交代 現存
     １０ (歯       2) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54308,0264,7 やまき歯科 〒655-0043 078-219-9371八巻　幸一 八巻　幸一 平25.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     神戸市垂水区南多聞台５－７－５常　勤:    2 新規 矯歯 現存
     －１０１ (歯       2) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54408,0265,4 Ｂｒａｎｃｈ　ＫＯＢ〒655-0009 078-798-6000安藤　敏雄 安藤　敏雄 平25.12. 1歯   歯外 小歯診療所
     Ｅ　Ｄｅｎｔａｌ　Ｃ神戸市垂水区小束山手２－２－１常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     ｌｉｎｉｃ (歯       1) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54508,0266,2 まつさか歯科医院 〒655-0863 078-753-0118松坂　一矢 松坂　一矢 平25.11. 1歯   小歯 診療所
     神戸市垂水区塩屋北町３－６－２常　勤:    1 交代 現存
     ３ (歯       1) 平25.11. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54608,0267,0 坂口歯科クリニック 〒655-0893 078-704-4618医療法人社団坂口歯科坂口　雄一 平26. 5. 1歯   診療所
     神戸市垂水区日向１丁目４番１－常　勤:    4クリニック　理事長　 組織変更 現存
     ２０６号 (歯       4)坂口　雄一 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54708,0268,8 あかまつ歯科クリニッ〒655-0051 078-754-6174赤松　佑紀 赤松　佑紀 平26.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 神戸市垂水区舞多聞西１丁目２７常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     －１９ (歯       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54808,0269,6 あらた歯科クリニック〒655-0012 078-704-4182医療法人社団あらた歯西川　新 平27. 4.21歯   歯外 小歯診療所
     神戸市垂水区向陽３丁目５番３０常　勤:    3科クリニック　理事長 組織変更 矯歯 現存
     号 (歯       3)　西川　新 平27. 4.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54908,0272,0 みわ歯科クリニック 〒655-0027 078-708-1182三輪　隆宏 三輪　隆宏 平27. 9. 1歯   小歯 矯歯診療所
     神戸市垂水区神田町２－３３第２常　勤:    1 新規 歯外 現存
     カンタチオビル１Ｆ (歯       1) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55008,0273,8 ふじよし矯正歯科クリ〒655-0052 078-782-1182藤善　義明 藤善　義明 平27.10. 1矯歯 診療所
     ニック 神戸市垂水区舞多聞東２丁目１－常　勤:    1 新規 現存
     ４５ブルメール舞多聞内 (歯       1) 平27.10. 1
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  55108,0274,6 武藤歯科医院 〒655-0872 078-751-0880武藤　幸朗 武藤　幸朗 平28. 1. 1歯   診療所
     神戸市垂水区塩屋町３丁目９－２常　勤:    1 移動 現存
     ４ (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55208,0275,3 石井矯正・小児歯科ク〒655-0046 078-224-5272石井　信行 石井　信行 平28. 3. 1矯歯 小歯 歯  診療所
     リニック 神戸市垂水区舞子台２－９－１０常　勤:    1 新規 現存
     ミサキメディカルビル３Ｆ (歯       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55308,0276,1 医療法人　健美会　お〒655-0015 078-220-4929医療法人　健美会　お大野　茂 平28. 4. 1歯   矯歯 診療所
     おの歯科医院 神戸市垂水区野田通８番２５号Ｋ常　勤:    2おの歯科医院　理事長 組織変更 現存
     コーポ１階 (歯       2)　大野　茂 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55408,0277,9 オレンジ歯科クリニッ〒655-0011 078-707-9522医療法人社団　藤祥会藤　泰明 平28. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ク 神戸市垂水区千鳥が丘３丁目１９常　勤:    2　理事長　藤　泰明 組織変更 歯外 現存
     番１２号 (歯       2) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55508,0278,7 医療法人和秀会　石上〒655-0052 078-783-6480医療法人和秀会　理事石上　功次郎 平28. 6. 1歯   歯外 小歯診療所
     歯科クリニック 神戸市垂水区舞多聞東１丁目９－常　勤:    1長　石上　功次郎 組織変更 矯歯 現存
     ６ (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55608,0279,5 ろはす歯科 〒655-0039 078-706-1575濱野　隆之 濱野　隆之 平28. 8. 1歯   小歯 矯歯診療所
     神戸市垂水区霞ケ丘７－９－２５常　勤:    1 新規 現存
     グレース霞ヶ丘ビル１Ｆ (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55708,0280,3 近藤歯科クリニック 〒655-0052 078-783-2221医療法人社団近藤歯科近藤　公英 平29. 1. 1歯   小歯 診療所
     神戸市垂水区舞多聞東３丁目２番常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     ２２号 (歯       1)近藤　公英 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55808,0281,1 スター歯科クリニック〒655-0004 078-787-4182藤野　慎治 藤野　慎治 平29. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     神戸市垂水区学が丘４丁目３番１常　勤:    4 新規 歯外 現存
     (歯       4) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55908,0282,9 オリーブ歯科クリニッ〒655-0035 078-754-6874三宮　崇嗣 三宮　崇嗣 平29. 6. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ク 神戸市垂水区五色山１丁目４－５常　勤:    1 新規 歯外 現存
     リヴァージュ垂水五色山２Ｆ (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56008,0283,7 大山歯科クリニック 〒655-0854 078-754-0841医療法人社団大山歯科大山　誠吉 平29. 5. 1歯   歯外 小歯診療所
     神戸市垂水区桃山台６丁目１４９常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     ９番地の２ (歯       1)大山　誠吉 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56108,0284,5 舞子坂ファミリー歯科〒655-0044 078-782-6481医療法人社団オハナ会上路　亜由美 平29. 6. 1歯   診療所
     神戸市垂水区舞子坂四丁目１番７常　勤:    3　理事長　上路　亜由 組織変更 現存
     号 (歯       3)美 平29. 6. 1
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  56208,0285,2 たかだ歯科クリニック〒655-0893 078-707-2675医療法人社団　たかだ髙田　祐輔 平30. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     神戸市垂水区日向２丁目２番４号常　勤:    1歯科クリニック　理事 組織変更 歯外 現存
     垂水日向ビル３０１号 (歯       1)長　髙田　祐輔 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56308,0286,0 ほしぞら歯科クリニッ〒655-0041 078-781-1118姫野　勝仁 姫野　勝仁 平30. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 神戸市垂水区神陵台８丁目１－６常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56409,0191,0 後藤歯科医院 〒663-8184 0798-41-1228後藤　正明 後藤　正明 昭44. 8. 2歯   診療所
     西宮市鳴尾町３丁目５－４ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 8. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56509,0197,7 波多歯科医院 〒663-8111 0798-65-2374波多　公彦 波多　公彦 昭45. 1.17歯   診療所
     西宮市二見町１２－１７ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 1.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56609,0206,6 丸橋歯科医院 〒663-8113 丸橋　琇一 丸橋　琇一 昭46. 5. 1歯   診療所
     西宮市甲子園口６丁目１５－４ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56709,0242,1 渡辺歯科医院 〒662-0832 0798-67-1589渡辺　弘基 渡辺　弘基 昭49. 1. 1歯   診療所
     西宮市甲風園１丁目５－５増田ビ常　勤:    1 現存
     ル２階 (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56809,0256,1 上神歯科医院 〒662-0075 上神　榮三郎 上神　榮三郎 昭50. 7. 1歯   診療所
     西宮市南越木岩町１１－６苦楽園常　勤:    1 現存
     エクセル２０１号 (歯       1) 平29. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56909,0257,9 加藤歯科医院 〒663-8175 加藤　隆久 加藤　隆久 昭50. 7. 1歯   診療所
     西宮市甲子園五番町６－３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57009,0258,7 赤松歯科医院 〒662-0074 0798-72-3288赤松　英昭 赤松　英昭 昭50. 9. 1歯   診療所
     西宮市石刎町９－１２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57109,0262,9 中井歯科診療所 〒662-0084 0798-72-8870中井　高明 中井　高明 昭50.12. 1歯   診療所
     西宮市樋の池町２－３５メゾンド 現存
     ール山手１０３号 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  57209,0271,0 川勝歯科医院 〒663-8113 川勝　賢一 川勝　賢一 昭52. 5. 1歯   診療所
     西宮市甲子園口２丁目１９－１ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57309,0274,4 弥源治歯科医院 〒662-0013 弥源治　普 弥源治　普 昭52. 6. 1歯   診療所
     西宮市新甲陽町９－２１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57409,0278,5 山本歯科医院 〒662-0054 0798-23-8188山本　泰永 山本　泰永 昭52.10. 1歯   診療所
     西宮市大谷町１１－３５Ｂ－２０常　勤:    1 現存
     ４ (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57509,0286,8 井上歯科医院 〒662-0918 0798-26-3333井上　敏治 井上　敏治 昭53. 5. 1歯   診療所
     西宮市六湛寺１２－１０サングリ常　勤:    1 現存
     ーンビル２階 (歯       1) 平29. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57609,0288,4 親里歯科医院 〒663-8184 0798-41-0717親里　嘉之 親里　嘉之 昭53. 7. 1歯   診療所
     西宮市鳴尾町５丁目４－３６ 常　勤:    3 現存
     (歯       3) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57709,0295,9 沖田歯科医院 〒662-0971 沖田　和久 沖田　和久 昭53.12. 1歯   診療所
     西宮市和上町６－２４オリーブハ常　勤:    1 現存
     イツ３階 (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57809,0302,3 井本歯科診療所 〒663-8111 0798-64-1590井本　吉昭 井本　吉昭 昭54. 2. 1歯   診療所
     西宮市二見町３－２６ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57909,0304,9 天羽歯科医院 〒663-8247 0798-36-1911天羽　澄夫 天羽　澄夫 昭54. 4. 1歯   診療所
     西宮市津門稲荷町１１－２大和ビ常　勤:    1 現存
     ル１０３号 (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58009,0305,6 沢田歯科医院 〒662-0047 0798-23-2825澤田　隆 澤田　隆 昭54. 4. 1歯   診療所
     西宮市寿町５－１７ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58109,0317,1 坂根歯科医院 〒663-8113 坂根　将弘 坂根　将弘 昭55. 4. 1歯   診療所
     西宮市甲子園口３丁目１７－１５常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
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  58209,0325,4 オクノ歯科医院 〒663-8114 0798-41-1155奥野　憲治 奥野　憲治 昭56. 3. 1歯   診療所
     西宮市上甲子園１丁目２－２３－常　勤:    2 現存
     ２０１ルモン上甲子園２階 (歯       2) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58309,0327,0 森本歯科医院 〒663-8141 0798-41-7310森本　秀夫 森本　秀夫 昭56. 5. 1歯   診療所
     西宮市高須町１丁目１番武庫川団常　勤:    1 現存
     地１２号棟２０４ (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58409,0334,6 みはた歯科 〒663-8214 0798-22-1501御幡　誉 御幡　誉 昭56. 9. 1歯   診療所
     西宮市今津曙町１１－１１２ＦＡ常　勤:    1 現存
     号 (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58509,0335,3 岩壺歯科医院 〒662-0062 0798-72-6020岩壺　克哉 岩壺　克哉 昭56. 9. 1歯   診療所
     西宮市木津山町８－１４ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58609,0337,9 一般社団法人　西宮市〒663-8151 0798-41-2031一般社団法人西宮市歯濱田　幸人 昭56.12. 1歯   診療所
     歯科医師会付属歯科診西宮市甲子園洲鳥町３－８ 常　勤:    1科医師会　会長　濱田 現存
     療所 (歯       1)　幸人 平29.12. 1
     非常勤:  108
     (歯     108)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58709,0345,2 浜田歯科医院 〒663-8184 0798-41-0706浜田　伸二郎 浜田　伸二郎 昭57. 9. 1歯   診療所
     西宮市鳴尾町３丁目６－２４ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58809,0347,8 中坪歯科医院 〒663-8006 0798-53-1175中坪　信也 中坪　信也 昭57.12. 1歯   診療所
     西宮市段上町７丁目１－３５松本常　勤:    1 現存
     ビル２Ｆ (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58909,0350,2 村松歯科医院 〒663-8004 0798-53-8811村松　俊司 村松　俊司 昭58. 3. 1歯   診療所
     西宮市下大市東町１３－８門戸グ常　勤:    1 現存
     リーンビル２階 (歯       1) 平28. 3. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59009,0351,0 白石歯科医院 〒663-8005 0798-53-4088白石　行延 白石　行延 昭58. 4. 1歯   診療所
     西宮市下大市西町１０－３０ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59109,0352,8 久保歯科クリニック 〒662-0017 久保　信彦 久保　信彦 昭58. 6. 1歯   診療所
     西宮市甲陽園西山町２－６７－１常　勤:    1 現存
     ０２ (歯       1) 平28. 6. 1
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  59209,0353,6 きしもと歯科医院 〒663-8141 0798-46-3737岸本　忠雄 岸本　忠雄 昭58. 7. 1歯   診療所
     西宮市高須町２丁目１９－２０４常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59309,0354,4 小寺歯科医院 〒662-0084 小寺　優子 小寺　優子 昭58. 8. 1歯   診療所
     西宮市樋之池町１４－２ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59409,0362,7 ながい歯科医院 〒651-1412 永井　慶一 永井　慶一 昭59. 3. 1歯   診療所
     西宮市山口町下山口１－２－１９常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59509,0366,8 川口歯科医院 〒663-8165 0798-41-1632川口　兵衛 川口　兵衛 昭59.11. 1歯   診療所
     西宮市甲子園浦風町１９－３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59609,0367,6 坂本歯科医院 〒663-8125 0798-41-3402坂本　逸治 坂本　逸治 昭59.12. 1歯   小歯 診療所
     西宮市小松西町１丁目１－２５ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59709,0371,8 のとはら歯科医院 〒663-8137 0798-46-2112能登原　徹 能登原　徹 昭60. 4. 1歯   診療所
     西宮市池開町３－１０ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59809,0373,4 まきの歯科 〒663-8003 0798-51-3900槙野　稔 槙野　稔 昭60. 5. 1歯   診療所
     西宮市上大市１丁目６－２９ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59909,0375,9 広瀬歯科医院 〒663-8204 0798-64-2523広瀬　康博 広瀬　康博 昭60.11. 1歯   診療所
     西宮市高松町１番１１号 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60009,0379,1 高木歯科医院 〒662-0812 0798-51-0494高木　馴次 高木　馴次 昭61. 6. 1歯   診療所
     西宮市甲東園３丁目１－３４ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60109,0383,3 まえだ歯科医院 〒663-8135 0798-40-0118前田　克典 前田　克典 昭62. 6. 1歯   診療所
     西宮市上田西町３－４３サンロイ常　勤:    1 現存
     ヤル武庫川サンク１Ｆ (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成30年 6月 1日現在　歯科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成    61 頁

  60209,0387,4 なむら歯科 〒662-0931 0798-23-8404奈村　睦弘 奈村　睦弘 昭62.10. 1歯   小歯 診療所
     西宮市前浜町１１－５香枦園壱番常　勤:    2 現存
     館１０４号．１０５号 (歯       2) 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60309,0389,0 中村歯科医院 〒663-8136 0798-41-3739中村　重治 中村　重治 昭62.12. 1歯   診療所
     西宮市笠屋町１７－４０宝城ビル常　勤:    1 現存
     ２階 (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60409,0394,0 小原歯科医院 〒662-0972 0798-36-0288小原　秀俊 小原　秀俊 昭63. 5. 1歯   診療所
     西宮市今在家町３－９ジェルビル常　勤:    1 現存
     １階 (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60509,0395,7 江河歯科医院 〒663-8175 0798-41-5512江河　住夫 江河　住夫 昭63.11. 1歯   診療所
     西宮市甲子園五番町１４ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60609,0401,3 藤原歯科医院 〒663-8133 0798-48-8066藤原　正己 藤原　正己 平元. 7. 1歯   診療所
     西宮市上田東町４－７９弦月ビル常　勤:    1 現存
     ２階 (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60709,0402,1 別所歯科 〒663-8136 0798-41-8209別所　正明 別所　正明 平元. 9. 1歯   診療所
     西宮市笠屋町７－３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60809,0403,9 カワムラ歯科医院 〒663-8204 0798-71-8805川村　吉克 川村　吉克 平元. 9. 1歯   診療所
     西宮市高松町１６－２２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60909,0405,4 浜田歯科医院 〒662-0912 0798-33-5434濱田　幸人 濱田　幸人 平元.10. 1歯   小歯 診療所
     西宮市松原町４－２３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28.10. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61009,0406,2 鈴木歯科医院 〒662-0051 0797-23-1662鈴木　規之 鈴木　規之 平 2. 1. 1歯   診療所
     西宮市羽衣町１０－９丸山ビル２常　勤:    1 現存
     階－２０１ (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61109,0409,6 堀内歯科医院 〒662-0921 0798-33-3618堀内　道郎 堀内　道郎 平 2. 3. 1歯   診療所
     西宮市用海町４－４０ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 3. 1
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  61209,0410,4 日高歯科医院 〒662-0918 0798-34-1888日高　厚 日高　厚 平 2. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     西宮市六湛寺町９－３２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61309,0411,2 長野歯科医院 〒663-8184 0797-23-2675長野　和幸 長野　和幸 平 2. 5. 1歯   診療所
     西宮市鳴尾町４丁目１３－２２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61409,0412,0 やなぎ歯科医院 〒662-0832 0798-64-0965柳　治夫 柳　治夫 平 2. 5. 1歯   診療所
     西宮市甲風園３丁目３－３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61509,0413,8 山本歯科医院 〒662-0026 0798-73-5907山本　好彦 山本　好彦 平 2. 8. 1歯   診療所
     西宮市獅子ケ口町１－２９ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61609,0415,3 北川歯科医院 〒663-8181 0798-49-6116北川　浩史 北川　浩史 平 2.12. 1歯   診療所
     西宮市若草町２丁目４ー７中本ビ常　勤:    1 現存
     ル１階 (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61709,0418,7 うえは歯科医院 〒663-8006 0798-53-1104上羽　建二 上羽　建二 平 3. 5. 1歯   診療所
     西宮市段上町４－４－５ベルコー常　勤:    1 現存
     ト仁川１０１ (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61809,0421,1 山本歯科医院矯正歯科〒662-0811 0798-54-0863山本　一郎 山本　一郎 平 3.11. 1歯   矯歯 小歯診療所
     クリニック 西宮市仁川町２丁目３－８ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61909,0422,9 石井歯科 〒663-8113 0798-67-0008石井　信和 石井　信和 平 3.12. 1歯   小歯 診療所
     西宮市甲子園口３丁目３－１８ハ常　勤:    1 現存
     ックス甲子園口ビル３階 (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62009,0423,7 亀岡歯科医院 〒662-0866 0798-71-1811亀岡　強 亀岡　強 平 3.12. 1歯   診療所
     西宮市柳本町７－３４パレ西宮２常　勤:    1 現存
     階 (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62109,0426,0 夙川グリーンタウン矯〒662-0051 0798-34-3215医療法人社団夙川グリ濵田　充彦 平 4. 1. 1歯   矯歯 診療所
     正歯科 西宮市羽衣町７－３０－３０３－常　勤:    3ーンタウン矯正歯科　 現存
     Ａ２ (歯       3)理事長　濵田　充彦 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62209,0427,8 くりもと歯科 〒663-8184 0798-46-7618栗本　桂二 栗本　桂二 平 4. 4. 1歯   小歯 診療所
     西宮市鳴尾町２丁目２６－２７ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平28. 4. 1
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  62309,0430,2 いしだ小児歯科医院 〒663-8132 0798-41-8464石田　良介 石田　良介 平 4. 7. 1小歯 診療所
     西宮市東鳴尾町２丁目１－２３グ常　勤:    1 現存
     ラシオ武庫川２－Ｃ (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62409,0431,0 吉田歯科医院 〒663-8136 0798-46-7480吉田　篤 吉田　篤 平 4. 7. 1歯   診療所
     西宮市笠屋町２０－１９アスティ常　勤:    1 現存
     武庫川１階 (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62509,0433,6 海野歯科医院 〒662-0914 0798-35-0488海野　隆司 海野　隆司 平 4.10. 1歯   診療所
     西宮市本町１２－１６ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62609,0437,7 保田矯正歯科 〒663-8113 0798-66-3015医療法人社団　保田矯保田　好秀 平 4.12. 1歯   矯歯 診療所
     西宮市甲子園口３丁目２０－３ 常　勤:    2正歯科　理事長　保田 現存
     (歯       2)　好秀 平28.12. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62709,0438,5 菊池歯科医院 〒663-8143 0798-49-1633菊池　史郎 菊池　史郎 平 4.12. 1歯   診療所
     西宮市枝川町１２－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62809,0441,9 中田歯科医院 〒662-0965 0798-26-3921医療法人社団　中田歯中田　吉昭 平 5. 5. 1歯   診療所
     西宮市郷免町３－２６ 常　勤:    1科医院　理事長　中田 現存
     (歯       1)　吉昭 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62909,0442,7 末武歯科医院 〒662-0962 0798-26-6858末武　伸敏 末武　伸敏 平 5. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     西宮市松下町８－１７－２０１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63009,0444,3 マチダ歯科医院 〒663-8014 0798-64-8132町田　肇 町田　肇 平 5. 6. 1歯   診療所
     西宮市林田町１０－２８ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63109,0446,8 みなみ歯科医院 〒663-8135 0798-47-8111南　満 南　満 平 5. 8. 1歯   診療所
     西宮市上田西町２－３６関西スー常　勤:    1 現存
     パー２階 (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  63209,0448,4 和手歯科医院 〒663-8176 0798-46-7495医療法人和手会　理事和手　甚京 平 5.12. 1歯   診療所
     西宮市甲子園六番町１４－２６シ常　勤:    2長　和手　甚京 現存
     ャンボール甲子園 (歯       2) 平29.12. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63309,0451,8 日生下歯科医院 〒663-8151 0798-41-0221日生下　剛一 日生下　剛一 平 6. 3.13歯   診療所
     西宮市甲子園洲島町７－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 3.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63409,0452,6 尾形歯科医院 〒663-8174 0798-45-0158尾形　公應 尾形　公應 平 6. 4. 1歯   診療所
     西宮市甲子園四番町１－１４ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63509,0455,9 田中歯科医院 〒663-8004 0798-51-1051田中　秀幸 田中　秀幸 平 6. 4.15歯   診療所
     西宮市下大市東町２－１５ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63609,0456,7 浅井歯科医院 〒663-8177 0798-46-6589浅井　和幸 浅井　和幸 平 6. 6. 1歯   診療所
     西宮市甲子園七番町２０－１８ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63709,0457,5 西岡歯科医院 〒662-0945 0798-23-2518西岡　徹 西岡　徹 平 6. 6. 7歯   診療所
     西宮市川東町１０－２０－２０１常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 6. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63809,0458,3 たかとり歯科医院 〒663-8162 0798-41-1601鷹取　規子 鷹取　規子 平 6. 7. 7歯   診療所
     西宮市甲子園砂田町５－２１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24. 7. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63909,0460,9 嶋歯科クリニック 〒662-0971 0798-36-8686嶋　信行 嶋　信行 平 6. 9. 1歯   診療所
     西宮市和上町１－５ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64009,0466,6 辻歯科 〒663-8152 0798-40-8844辻　達郎 辻　達郎 平 7. 7. 1歯   診療所
     西宮市甲子園町１２－３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64109,0467,4 いのうえ歯科医院 〒663-8113 0798-67-1882井上　真樹 井上　真樹 平 7. 7. 1歯   診療所
     西宮市甲子園口２－１５－３４　常　勤:    1 現存
     １階 (歯       1) 平28. 7. 1
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  64209,0471,6 湖山歯科医院 〒662-0841 0798-66-5125許　芳郎（湖山芳郎）許　芳郎（湖山芳郎）平 7. 9. 1歯   矯歯 小歯診療所
     西宮市両度町６－１５ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64309,0472,4 小松歯科医院 〒663-8111 0798-63-2201小松　芳樹 小松　芳樹 平 7.11. 1歯   小歯 診療所
     西宮市二見町４－２７ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64409,0475,7 奥平歯科医院 〒662-0973 0798-26-6474奥平　剛 奥平　剛 平 8. 4. 1歯   診療所
     西宮市田中町４－１８奥平ビル３常　勤:    1 現存
     階 (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64509,0478,1 小松原歯科医院 〒662-0025 0798-70-8818小松原　彰 小松原　彰 平 8. 6. 1歯   小歯 診療所
     西宮市北名次町２－３パラミオデ常　勤:    1 現存
     北名次１０２号 (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64609,0484,9 イケダ歯科医院 〒662-0812 0798-54-4180池田　伸次 池田　伸次 平 9. 1. 1歯   診療所
     西宮市甲東園１丁目５－４１小島常　勤:    1 現存
     ビル２階 (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64709,0491,4 小出歯科医院 〒662-0835 0798-67-8959小出　良仁 小出　良仁 平 9. 3.17歯   診療所
     西宮市平木町８－２０ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 3.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64809,0492,2 にしふじ歯科医院 〒663-8163 0798-45-2421西藤　佳彦 西藤　佳彦 平 9. 4. 1歯   小歯 診療所
     西宮市甲子園三保町２－７ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64909,0494,8 青野小児歯科クリニッ〒662-0062 0798-71-3994青野　亘 青野　亘 平 9. 5. 1小歯 診療所
     ク 西宮市木津山町１１－１１クォー常　勤:    1 現存
     ターバレル木津山２０２号 (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65009,0495,5 齋藤歯科 〒662-0825 0798-57-2631齋藤　貴司 齋藤　貴司 平 9. 5. 1歯   診療所
     西宮市門戸荘１５－３モンドウエ常　勤:    1 現存
     ストビル２階 (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65109,0498,9 平田歯科医院 〒663-8003 0798-52-8844平田　幸雄 平田　幸雄 平 9. 9. 1歯   診療所
     西宮市上大市１－３－１８オーク常　勤:    1 移動 現存
     ル甲東園１階 (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65209,0503,6 福武歯科クリニック 〒651-1421 078-904-2894福武　洋二 福武　洋二 平 9.10. 1歯   診療所
     西宮市山口町上山口２－７－６－常　勤:    1 新規 現存
     ２０３ (歯       1) 平24.10. 1
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  65309,0505,1 池田歯科医院 〒663-8151 0798-41-1830池田　幸嗣 池田　幸嗣 平10. 1. 1歯   診療所
     西宮市甲子園洲鳥町８番１３号 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65409,0506,9 林歯科医院 〒663-8136 0798-46-5000医療法人社団　林歯科林　昭栄 平10. 1. 1歯   小歯 診療所
     西宮市笠屋町１５番２７号 常　勤:    1医院　理事長　林　昭 移動 現存
     (歯       1)栄 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65509,0507,7 曽山歯科診療所 〒662-0918 0798-22-4174曽山　睦 曽山　睦 平10. 4. 1歯   診療所
     西宮市六湛寺町２番１号－１０７常　勤:    2 移動 現存
     (歯       2) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65609,0508,5 三浦歯科医院 〒662-0934 0798-26-3427三浦　順市 三浦　順市 平10. 4. 1歯   小歯 診療所
     西宮市西宮浜４丁目１４－２ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65709,0509,3 とやま歯科医院 〒662-0895 0798-51-0044外山　徹 外山　徹 平10. 5. 1歯   診療所
     西宮市上ケ原五番町６－４０ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65809,0510,1 堀歯科医院 〒662-0085 0798-75-2727堀　晋作 堀　晋作 平10. 6. 1歯   診療所
     西宮市老松町４－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65909,0511,9 森川歯科医院 〒662-0911 0798-35-8239森川　政義 森川　政義 平10. 6. 1歯   矯歯 小歯診療所
     西宮市池田町４－２８モリカワビ常　勤:    1 新規 現存
     ル１階 (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66009,0512,7 おばた歯科クリニック〒662-0041 0798-22-8533小畑　廣明 小畑　廣明 平10. 7. 1歯   小歯 診療所
     西宮市末広町１－３２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66109,0516,8 シバタ歯科医院 〒662-0962 0798-37-6480柴田　正子 柴田　正子 平10.11. 1歯   小歯 診療所
     西宮市松下町３－２４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66209,0517,6 串橋歯科 〒662-0084 0798-73-9484串橋　悦弥 串橋　悦弥 平10.11. 1歯   診療所
     西宮市樋之池町７－１オクトス夙常　勤:    1 新規 現存
     川 (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66309,0519,2 あきた歯科医院 〒663-8183 0798-49-6480医療法人社団　あきた秋田　直樹 平10.12. 1歯   診療所
     西宮市里中町３丁目３－５ロイヤ常　勤:    1歯科医院　理事長　秋 組織変更 現存
     ルハイム里中１階 (歯       1)田　直樹 平28.12. 1
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  66409,0520,0 白石デンタルクリニッ〒663-8101 0798-63-8558医療法人社団　白石デ白石　雅照 平10.12. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ク 西宮市松山町２－２６ 常　勤:    2ンタルクリニック　理 組織変更 現存
     (歯       2)事長　白石　雅照 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66509,0521,8 しらかわ歯科 〒663-8241 0798-37-1188金　正烈（白川幸子）金　正烈（白川幸子）平11. 1. 1歯   小歯 診療所
     西宮市津門大塚町３－２０サウス常　勤:    1 新規 現存
     コート西宮１０２号室 (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66609,0523,4 藤森歯科クリニック 〒662-0825 0798-54-5687藤森　隆史 藤森　隆史 平11. 6. 1歯   矯歯 診療所
     西宮市門戸荘１３ー１５ラポール常　勤:    1 新規 現存
     門戸Ⅱ２階 (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66709,0525,9 よしだ歯科 〒663-8177 0798-44-1182吉田　哲次 吉田　哲次 平11. 8. 1歯   小歯 診療所
     西宮市甲子園七番町１８－１２甲常　勤:    1 新規 現存
     子園ガーデンハウス１階 (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66809,0527,5 西島歯科医院 〒662-0972 0798-37-0418西嶋　寛 西嶋　寛 平11. 9. 1歯   診療所
     西宮市今在家町２－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66909,0528,3 のせ歯科医院 〒662-0812 0798-57-1038能勢　喜久次 能勢　喜久次 平11. 9. 1歯   診療所
     西宮市甲東園１－１－６パセオ甲常　勤:    1 新規 現存
     東２０２ (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67009,0530,9 長谷川歯科医院 〒662-0832 0798-67-8660長谷川　孝 長谷川　孝 平11. 9. 1歯   歯外 矯歯診療所
     西宮市甲風園１－３－３須沢興産常　勤:    2 交代 小歯 現存
     ビル２階 (歯       2) 平29. 9. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67109,0531,7 浜田歯科クリニック 〒662-0841 0798-64-4181濵田　潤一 濵田　潤一 平11.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     西宮市両度町３－２－４アメニテ常　勤:    2 新規 現存
     ィコート西宮北口 (歯       2) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67209,0534,1 Ｔａｋｔ　Ｄｅｎｔａ〒663-8113 0798-67-1397西村　律男 西村　律男 平11.11. 1歯   診療所
     ｌ　Ｃｌｉｎｉｃ 西宮市甲子園口３－９－２４ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67309,0535,8 きの歯科医院 〒663-8113 0798-68-5565木野　淳 木野　淳 平12. 3. 1歯   小歯 歯外診療所
     西宮市甲子園口２－１－１０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 3. 1
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  67409,0539,0 氷見歯科医院 〒662-0036 0798-74-5588氷見　和義 氷見　和義 平12. 5. 1歯   診療所
     西宮市大井手町７－２２－１０２常　勤:    2 移動 現存
     チェリーアベニュー夙川 (歯       2) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67509,0540,8 田歯科医院 〒663-8107 0798-68-3515医療法人社団　 田歯 田　実 平12. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     西宮市瓦林町１－２４ 常　勤:    1科医院　理事長　 田 組織変更 現存
     (歯       1)　実 平30. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67609,0541,6 たけうち歯科 〒663-8214 0798-22-9988医療法人社団　たけう竹内　浩一 平12. 6. 1歯   歯外 小歯診療所
     西宮市今津曙町１－１２－１０１常　勤:    1ち歯科　理事長　竹内 組織変更 現存
     (歯       1)　浩一 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67709,0542,4 庄歯科医院 〒663-8165 0798-47-3693庄　昌彦 庄　昌彦 平12. 8. 1歯   小歯 診療所
     西宮市甲子園浦風町１８－２７ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67809,0543,2 栗山歯科 〒663-8211 0798-22-4182栗山　拓也 栗山　拓也 平12.10. 1歯   診療所
     西宮市今津山中町１１－９グルメ常　勤:    1 新規 現存
     シティ今津２階 (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67909,0545,7 川本デンタルクリニッ〒663-8204 0798-69-5010川本　眞奈美 川本　眞奈美 平12.11. 1歯   歯外 矯歯診療所
     ク 西宮市高松町４－８プレラにしの常　勤:    2 新規 現存
     みや３階 (歯       2) 平24.11. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68009,0546,5 ゆみば歯科医院 〒651-1421 078-907-1181弓場　成訓 弓場　成訓 平12.12. 1歯   小歯 診療所
     西宮市山口町上山口３－６－２１常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68109,0547,3 ゆうじ歯科医院 〒662-0964 0798-26-2055永井　勇次 永井　勇次 平12.12. 1歯   小歯 診療所
     西宮市弓場町１－３１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68209,0553,1 歯科岡医院 〒663-8035 0798-67-4460岡　憲一 岡　憲一 平13. 3. 1歯   診療所
     西宮市北口町７－５ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  68309,0555,6 よしはら歯科 〒669-1136 0797-63-2626吉原　隆 吉原　隆 平13. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     西宮市名塩木之元２－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68409,0556,4 中川歯科医院 〒663-8035 0798-66-0893田村　英喜 田村　英喜 平13. 4. 1歯   診療所
     西宮市北口町１－１ＡＣＴＡ西宮常　勤:    1 移動 現存
     西館２０３ (歯       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68509,0557,2 ソノ歯科医院 〒663-8232 0798-35-6000薗　秀行 薗　秀行 平13. 4. 1歯   診療所
     西宮市津門宝津町１１－１３ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68609,0559,8 かわかみ歯科 〒663-8111 0798-69-3911川上　亮 川上　亮 平13. 6. 1歯   診療所
     西宮市二見町８－１９ライオンズ常　勤:    1 新規 現存
     マンション甲子園口二見町１０４(歯       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68709,0562,2 きむら歯科医院 〒669-1104 0797-85-8400木村　正 木村　正 平13. 8. 1歯   小歯 歯外診療所
     西宮市生瀬武庫川町１９９－１－常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     ４－２０７ (歯       1) 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68809,0564,8 長尾歯科・矯正歯科 〒662-0862 0798-76-1182長尾　恭宏 長尾　恭宏 平13.11. 1歯   矯歯 小歯診療所
     西宮市青木町１４－４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68909,0565,5 林歯科医院 〒662-0047 0798-34-7888林　直樹 林　直樹 平13.11. 1歯   小歯 矯歯診療所
     西宮市寿町４－３５ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69009,0570,5 いけはた歯科 〒663-8034 0798-64-1234池畑　彰 池畑　彰 平14. 3. 1歯   小歯 診療所
     西宮市長田町１番１８号メディコ常　勤:    1 新規 現存
     ート北口３０１ (歯       1) 平26. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69109,0572,1 たくや歯科 〒662-0973 0798-34-2202三原　拓也 三原　拓也 平14. 4. 1歯   小歯 診療所
     西宮市田中町２－６谷村ビル１階常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69209,0573,9 田中歯科医院 〒663-8245 0798-22-8860田中　誠也 田中　誠也 平14. 4. 3歯   診療所
     西宮市津門呉羽町２－３４ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平26. 4. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  69309,0575,4 松井歯科医院 〒662-0915 0798-26-3464松井　良生 松井　良生 平14. 3.12歯   診療所
     西宮市馬場町４－１８ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平26. 3.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69409,0576,2 富永歯科 〒663-8004 0798-51-8251富永　芳弘 富永　芳弘 平14. 5. 1歯   診療所
     西宮市下大市東町２５－４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69509,0577,0 ごとう歯科医院 〒663-8134 0798-43-4181後藤　洋次 後藤　洋次 平14. 6. 1歯   歯外 小歯診療所
     西宮市上田中町１６－２７ドルミ常　勤:    1 新規 現存
     武庫川１階 (歯       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69609,0579,6 そぶえ歯科 〒663-8141 0798-43-6430祖父江　俊隆 祖父江　俊隆 平14. 6. 1歯   矯歯 小歯診療所
     西宮市高須町１丁目１番武庫川団常　勤:    1 新規 現存
     地２号棟第１４１号室 (歯       1) 平26. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69709,0581,2 すぎしま歯科医院 〒662-0855 0798-26-4855杉島　宏 杉島　宏 平14. 7. 1歯   小歯 診療所
     西宮市江上町８－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69809,0583,8 なかつじ矯正・小児歯〒663-8032 0798-65-6333中逵　常吉 中逵　常吉 平14. 8. 1矯歯 小歯 診療所
     科 西宮市高木西町３－２０ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69909,0585,3 おおはら歯科医院 〒662-0922 0798-22-6899大原　透 大原　透 平14.10. 1歯   小歯 矯歯診療所
     西宮市東町２丁目１－２６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70009,0587,9 やすとめ歯科医院 〒663-8186 0798-41-1964安留　輝之 安留　輝之 平14.11. 1歯   小歯 診療所
     西宮市上鳴尾町８－１８ 常　勤:    2 移動 現存
     (歯       2) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70109,0591,1 タニダ歯科医院 〒669-1133 0797-61-2000医療法人社団タニダ歯谷田　英輔 平14.12. 1歯   小歯 矯歯診療所
     西宮市東山台１丁目１０番５号 常　勤:    9科医院　理事長　谷田 組織変更 歯外 現存
     (歯       9)　英輔 平26.12. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70209,0592,9 米澤歯科醫院 〒662-0013 0798-76-1900米澤　大地 米澤　大地 平15. 1. 1歯   矯歯 診療所
     西宮市新甲陽町３番１２号 常　勤:    3 新規 現存
     (歯       3) 平27. 1. 1
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  70309,0593,7 小山歯科医院 〒663-8006 0798-54-2030小山　征彦 小山　征彦 平15. 1. 1歯   小歯 診療所
     西宮市段上町６丁目２１－３４グ常　勤:    1 移動 現存
     ロリオーサ仁川１階 (歯       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70409,0594,5 おだ歯科医院 〒662-0934 0798-37-0362小田　洋司 小田　洋司 平15. 3. 1歯   診療所
     西宮市西宮浜４丁目１２－５０ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平27. 3. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70509,0595,2 小田歯科 〒662-0977 0798-23-3323小田　泰史 小田　泰史 平15. 3. 1歯   矯歯 小歯診療所
     西宮市神楽町９－５エルエストビ常　勤:    4 新規 歯外 現存
     ル１Ｆ (歯       4) 平27. 3. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70609,0596,0 親里小児歯科医院 〒663-8175 0798-43-7860親里　嘉健 親里　嘉健 平15. 3. 1小歯 矯歯 診療所
     西宮市甲子園五番町１－２５ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平27. 3. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70709,0597,8 三浦歯科医院 〒662-0073 0798-74-8241三浦　篤信 三浦　篤信 平15. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     西宮市松風町２－３－１０１ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平27. 5. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70809,0598,6 いとだ歯科医院 〒662-0834 0798-64-3405糸田　教浩 糸田　教浩 平15. 5. 1歯   小歯 診療所
     西宮市南昭和町４－１０第一寿荘常　勤:    1 新規 現存
     ２０１ (歯       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70909,0599,4 今井歯科 〒662-0827 0798-57-5070今井　康雅 今井　康雅 平15. 6. 1歯   診療所
     西宮市岡田山３番３号 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71009,0601,8 ウエキ矯正歯科 〒662-0918 0798-37-1587植木　伸隆 植木　伸隆 平15. 8. 1矯歯 診療所
     西宮市六湛寺町１５－２エビスタ常　勤:    1 新規 現存
     イースト１階 (歯       1) 平27. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71109,0602,6 親里歯科医院 〒662-0971 0798-36-0262親里　隆夫 親里　隆夫 平15. 9. 1歯   診療所
     西宮市和上町６－１０サンパール常　勤:    1 移動 現存
     ビル１階 (歯       1) 平27. 9. 1
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  71209,0603,4 山口歯科診療所 〒662-0973 0798-34-3600医療法人社団山口歯科山口　真一郎 平15.12. 1歯   診療所
     西宮市田中町３－１エイヴィスプ常　勤:    8診療所　理事長　山口 移動 現存
     ラザ２０３ (歯       8)　真一郎 平27.12. 1
     非常勤:    5
     (歯       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71309,0605,9 あずさ歯科医院 〒662-0963 0798-38-7570梓　学 梓　学 平16. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     西宮市屋敷町１５－３ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71409,0607,5 井出歯科医院 〒662-0812 0798-51-0793井出　栄一 井出　栄一 平16. 1. 1歯   診療所
     西宮市甲東園１丁目１－１６ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71509,0609,1 岩城歯科医院 〒663-8112 0798-67-5100岩城　正之 岩城　正之 平16. 1. 1歯   歯外 診療所
     西宮市甲子園口北町１４－１３ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71609,0612,5 やまさき歯科医院 〒662-0918 0798-22-6480崔　憲治（山崎憲治）崔　憲治（山崎憲治）平16. 3. 1歯   小歯 診療所
     西宮市六湛寺町１－１０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71709,0613,3 太田歯科医院 〒663-8153 0798-81-1230太田　克人 太田　克人 平16. 6. 1歯   歯外 小歯診療所
     西宮市南甲子園２丁目１２－１ 常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71809,0615,8 さとう歯科クリニック〒663-8011 0798-64-8002佐藤　淳一 佐藤　淳一 平16. 8. 1歯   小歯 診療所
     西宮市樋ノ口町２－２－５－１Ｆ常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71909,0616,6 竹内歯科医院 〒662-0863 0798-75-1158竹内　徹 竹内　徹 平16. 9. 1歯   小歯 診療所
     西宮市室川町４－２０ニュー室川常　勤:    1 新規 現存
     ビル２０１ (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72009,0619,0 よこやま歯科医院 〒663-8024 0798-67-1182横山　元 横山　元 平17. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     西宮市薬師町１－７２ロイヤルコ常　勤:    1 新規 現存
     ートヤード西宮１Ｆ (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72109,0621,6 ひろせ歯科医院 〒663-8114 0798-37-4418廣瀨　泰明 廣瀨　泰明 平17. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     西宮市上甲子園４－３－１ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平29. 4. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
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  72209,0622,4 なかの歯科クリニック〒663-8204 0798-69-0601医療法人社団なかの歯中野　喜右人 平17. 4. 1歯   矯歯 歯外診療所
     西宮市高松町３－３４　 常　勤:    1科クリニック　理事長 移動 現存
     (歯       1)　中野　喜右人 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72309,0623,2 やなぎだに歯科 〒663-8152 0798-41-8418柳谷　種彦 柳谷　種彦 平17. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     西宮市甲子園町２９－１８オレン常　勤:    1 新規 現存
     ジハイムムラタ１Ｆ (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72409,0624,0 タケバ歯科クリニック〒663-8113 0798-67-0418竹葉　隆一 竹葉　隆一 平17. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     西宮市甲子園口３丁目２５－４ア常　勤:    1 新規 現存
     ルシュ甲子園口１Ｆ (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72509,0626,5 しのはら歯科クリニッ〒663-8024 0798-66-8139篠原　健一 篠原　健一 平17. 6. 1歯   歯外 小歯診療所
     ク 西宮市薬師町８－１６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72609,0627,3 大塚歯科医院 〒662-0874 0798-74-4016医療法人社団大塚歯科大塚　壹章 平17. 7. 1歯   診療所
     西宮市六軒町１１番１４号 常　勤:    2医院　理事長　大塚　 組織変更 現存
     (歯       2)壹章 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72709,0628,1 ナチュラルスマイル西〒663-8035 0798-65-4601医療法人社団ナチュラ児玉　秀樹 平17. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     宮北口歯科 西宮市北口町１－２－１３６－２常　勤:    5ルスマイル会　理事長 組織変更 現存
     ２１－２ (歯       5)　児玉　秀樹 平29. 7. 1
     非常勤:    5
     (歯       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72809,0629,9 真野歯科医院 〒662-0051 0798-37-1177医療法人社団充壮会　真野　匡史 平17. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     西宮市羽衣町５番１７号１０１ 常　勤:    1理事長　真野　匡史 組織変更 歯外 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72909,0630,7 伊東歯科クリニック 〒662-0075 0798-71-1233伊東　清文 伊東　清文 平17.10. 1歯   小歯 診療所
     西宮市南越木岩町７番２０号 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73009,0631,5 とみさわ歯科 〒662-0892 0798-57-4800冨澤　賢二 冨澤　賢二 平17.11. 1歯   小歯 診療所
     西宮市上ケ原二番町１－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73109,0634,9 平井歯科クリニック 〒662-0977 0798-35-1133医療法人社団健生会　平井　伸明 平18. 4. 1歯   歯外 小歯診療所
     西宮市神楽町３番２０号 常　勤:    1理事長　塩田　麻理 新規 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  73209,0637,2 片山歯科医院 〒663-8035 0798-68-6166片山　剛 片山　剛 平18. 6. 1歯   診療所
     西宮市北口町１８－１３ネオセン常　勤:    1 新規 現存
     ト西宮北口１０５号 (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73309,0638,0 久保歯科医院 〒662-0078 0798-70-4618久保　成準 久保　成準 平18. 6. 1歯   歯外 診療所
     西宮市菊谷町１０－２４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73409,0639,8 まみデンタルクリニッ〒663-8103 0798-69-2180山下　麻美 山下　麻美 平18. 9. 1歯   小歯 診療所
     ク 西宮市熊野町１４－２アキュロビ常　勤:    1 新規 現存
     ル３Ｆ (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73509,0640,6 さくらいデンタルクリ〒663-8003 0798-51-7780櫻井　健次 櫻井　健次 平18. 9. 1歯   矯歯 小歯診療所
     ニック 西宮市上大市１丁目５－２０メゾ常　勤:    1 新規 歯外 現存
     ン甲東園１Ｆ (歯       1) 平24. 9. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73609,0642,2 中尾歯科クリニック 〒662-0812 0798-53-4618中尾　浩之 中尾　浩之 平19. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     西宮市甲東園１－５－３４ドミー常　勤:    2 新規 現存
     ルタワー幸大１階 (歯       2) 平25. 1. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73709,0643,0 天羽歯科クリニック 〒662-0822 0798-53-8007天羽　大介 天羽　大介 平19. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     西宮市松籟荘１１－２２ 常　勤:    3 交代 現存
     (歯       3) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73809,0645,5 楠山歯科 〒662-0857 0798-36-0239楠山　能延 楠山　能延 平19. 1.15歯   診療所
     西宮市中前田町１－２５和成ビル常　勤:    1 移動 現存
     ２０１ (歯       1) 平25. 1.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73909,0646,3 ふくば歯科クリニック〒663-8184 0798-48-6487福場　文治 福場　文治 平19. 4. 1歯   歯外 小歯診療所
     西宮市鳴尾町４丁目１２番２４号常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     デセンテ甲子園１階 (歯       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74009,0647,1 本庄歯科医院 〒663-8126 0798-40-7700本庄　友子 本庄　友子 平19. 4. 1歯   診療所
     西宮市小松北町１丁目１－２７エ常　勤:    1 新規 現存
     ムプラン小松ビル３０３号 (歯       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74109,0648,9 くるじ歯科 〒669-1103 0797-86-7450來司　啓 來司　啓 平19. 5. 1歯   診療所
     西宮市生瀬東町１５－３１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 5. 1
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  74209,0650,5 ながた歯科医院 〒663-8178 0798-44-4318医療法人社団　スマイ長田　卓央 平19. 6. 1歯   矯歯 歯外診療所
     西宮市甲子園八番町６番１５号 常　勤:    2ルサロン会　理事長　 組織変更 現存
     (歯       2)長田　卓央 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74309,0651,3 おおつか歯科クリニッ〒663-8172 0798-41-8111大塚　淳矢 大塚　淳矢 平19. 8. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ク 西宮市甲子園二番町１－２２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74409,0653,9 大家歯科医院 〒662-0863 0798-72-8841医療法人社団　大家歯大家　正久 平19. 8. 1歯   診療所
     西宮市室川町５番２６号竹谷ハイ常　勤:    1科医院　理事長　大家 移動 現存
     ツ１０５号 (歯       1)　正久 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74509,0655,4 宮川歯科 〒662-0073 0798-75-4618宮川　徹也 宮川　徹也 平19.10. 1歯   診療所
     西宮市松風町４－１５風雅苦楽園常　勤:    1 新規 現存
     １０１号 (歯       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74609,0657,0 ささやま歯科クリニッ〒663-8106 0798-65-8815医療法人社団ささやま笹山　晃佑 平19.11. 1歯   矯歯 小歯診療所
     ク 西宮市大屋町１９番３号 常　勤:    1歯科クリニック　理事 新規 歯外 現存
     (歯       1)長　笹山　晃佑 平25.11. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74709,0658,8 まさ歯科クリニック 〒662-0931 0798-36-4182安井　秀織 安井　秀織 平20. 1. 1歯   小歯 診療所
     西宮市前浜町８－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 1. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74809,0661,2 医療法人健志会今津ス〒663-8214 0798-22-8214医療法人健志会　理事南　清和 平20. 3. 1歯   歯外 小歯診療所
     テーション歯科クリニ西宮市今津曙町１番１号　２階　常　勤:    1長　南　清和 新規 矯歯 現存
     ック ２０２Ｃ号 (歯       1) 平26. 3. 1
     非常勤:   13
     (歯      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74909,0664,6 すぎたに歯科 〒663-8186 0798-40-8148杉谷　秀夫 杉谷　秀夫 平20. 5. 1歯   歯外 小歯診療所
     西宮市上鳴尾町３番４上鳴尾マン常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     ション１階 (歯       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75009,0665,3 山本歯科クリニック 〒662-0084 0798-75-2753山本　泰三 山本　泰三 平20. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     西宮市樋之池町１０－１４　サン常　勤:    1 移動 歯外 現存
     エイハイツ１Ｆ (歯       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  75109,0666,1 新沢歯科 〒663-8113 0798-78-7878医療法人社団　新生会新澤　拓也 平20. 6. 1歯   歯外 小歯診療所
     西宮市甲子園口２－１－２７ 常　勤:    1　理事長　新澤　章二 新規 現存
     (歯       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75209,0667,9 すずらん歯科クリニッ〒662-0862 0798-72-8249太田　一樹 太田　一樹 平20. 6. 1歯   小歯 診療所
     ク 西宮市青木町２－７　オズコート常　勤:    1 新規 現存
     １０１ (歯       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75309,0668,7 左海歯科クリニック 〒663-8183 0798-48-0330左海　孝昌 左海　孝昌 平20. 6. 1歯   小歯 診療所
     西宮市里中町３丁目１－４ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75409,0670,3 おおがき歯科 〒662-0832 0798-66-4182大垣　博之 大垣　博之 平20. 8. 1歯   小歯 矯歯診療所
     西宮市甲風園１－７－６　吉川ビ常　勤:    1 新規 歯外 現存
     ル１階 (歯       1) 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75509,0671,1 スマイルデンタルクリ〒662-0923 0798-38-2339医療法人社団　スマイ西田　由美子 平20. 9. 1歯   矯歯 小歯診療所
     ニック 西宮市浜松原町２番５０号 常　勤:    2ルサロン会　理事長　 組織変更 現存
     (歯       2)長田　卓央 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75609,0673,7 和田歯科医院 〒663-8113 0798-39-8876藤多　慶次 藤多　慶次 平20. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     西宮市甲子園口２丁目１０－１７常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平26. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75709,0675,2 ＨＩＫＡＲＩ　ＤＥＮ〒662-0914 0798-26-1184立岩　環 立岩　環 平20.11. 1歯   小歯 診療所
     ＴＡＬ　ＣＬＩＮＩＣ西宮市本町９番８号正昇ビル３０常　勤:    1 新規 現存
     ２ (歯       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75809,0676,0 なかがわ歯科クリニッ〒662-0975 0798-34-5207中川　善夫 中川　善夫 平20.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 西宮市市庭町９－１２Ｂ－１０１常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75909,0677,8 小田中歯科医院 〒663-8004 0798-51-6723小田中　ゆかり 小田中　ゆかり 平20.10.14歯   診療所
     西宮市下大市東町３－３ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平26.10.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76009,0680,2 三木歯科医院 〒662-0838 0798-74-6607三木　俊吾 三木　俊吾 平21. 4. 1歯   診療所
     西宮市能登町１２－１６ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  76109,0681,0 いさか歯科医院 〒662-0051 0798-36-6456医療法人社団いさか歯井阪　幹生 平21. 6. 1歯   診療所
     西宮市羽衣町１０番５０号グリー常　勤:    1科医院　理事長　井阪 組織変更 現存
     ン阪神ビル２Ｆ (歯       1)　幹生 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76209,0683,6 いなもとデンタルクリ〒663-8111 0798-66-2453稲本　孝夫 稲本　孝夫 平21. 9.25歯   歯外 小歯診療所
     ニック 西宮市二見町４－７ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平27. 9.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76309,0684,4 大家歯科医院 〒663-8214 0798-23-2263野口　昌子 野口　昌子 平22. 2.28歯   歯外 矯歯診療所
     西宮市今津曙町２－４ 常　勤:    2 交代 小歯 現存
     (歯       2) 平28. 2.28
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76409,0685,1 藤井歯科医院 〒662-0946 0798-22-2721藤井　辰彦 藤井　辰彦 平22. 4. 2歯   歯外 診療所
     西宮市荒戎町７番１４号 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平28. 4. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76509,0687,7 まつおか歯科医院 〒662-0078 0798-71-3418松岡　成範 松岡　成範 平22. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     西宮市菊谷町１３－１７ｂｅｓｔ常　勤:    2 新規 歯外 現存
     ａｇｅ２４ビル１Ｆ (歯       2) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76609,0688,5 美帆矯正歯科クリニッ〒662-0051 0798-36-6480廣瀬　美帆 廣瀬　美帆 平22. 7. 1矯歯 診療所
     ク 西宮市羽衣町１０－５０夙川グリ常　勤:    1 新規 現存
     ーン阪神ビル３Ｆ (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76709,0689,3 たかみ歯科医院 〒662-0882 0798-52-0800髙見　佳生 髙見　佳生 平22.10. 1歯   診療所
     西宮市上ケ原八番町１－２ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76809,0697,6 ヨシデンタルクリニッ〒662-0918 0798-26-4871蒲池　義明 蒲池　義明 平23. 5. 1歯   小歯 診療所
     ク 西宮市六湛寺町９－２５デルファ常　勤:    1 新規 現存
     ーレ西宮１０１ (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76909,0698,4 あかお歯科医院 〒663-8032 0798-42-8241赤尾　聡一 赤尾　聡一 平23. 7. 1歯   歯外 小歯診療所
     西宮市高木西町４－１６パールコ常　勤:    1 新規 現存
     ート１Ｆ (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77009,0699,2 しもやま歯科 〒663-8204 0798-64-7618下山　修平 下山　修平 平23. 9. 1歯   小歯 診療所
     西宮市高松町４番３２－１０１号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  77109,0703,2 たまだデンタルクリニ〒663-8247 0798-38-9155玉田　善堂 玉田　善堂 平23.10. 1歯   小歯 診療所
     ック 西宮市津門稲荷町１丁目２５番コ常　勤:    1 新規 現存
     ーポ前田Ⅱ１０１号室 (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77209,0704,0 サクラデンタルクリニ〒663-8204 0798-78-3118医療法人社団サクラ会藤原　敬子 平23.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     ック 西宮市高松町６番４号西宮ゲート常　勤:    2藤原歯科医院　理事長 新規 現存
     ビル４階 (歯       2)　藤原　士郎 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77309,0709,9 にしきた歯科ふちがみ〒663-8204 0798-65-7777淵上　了介 淵上　了介 平24. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     西宮市高松町５番３９号なでしこ常　勤:    1 新規 歯外 現存
     ビル４０６号室 (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77409,0711,5 安田歯科 〒663-8231 0798-34-5060医療法人社団　安田歯安田　義信 平24. 1.12歯   診療所
     西宮市津門西口町２－１６ 常　勤:    1科　理事長　安田　義 移動 現存
     (歯       1)信 平30. 1.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77509,0712,3 中山デンタルクリニッ〒662-0912 0798-56-8217中山　文博 中山　文博 平24. 3. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 西宮市松原町２－１１ワコーレ西常　勤:    1 新規 現存
     宮ザ・フィールズ１０１号室 (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77609,0713,1 吉田歯科醫院 〒662-0075 0798-71-6480吉田　能得 吉田　能得 平24. 3. 1歯   小歯 歯外診療所
     西宮市南越木岩町６－１２－３Ｆ常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77709,0714,9 シマダデンタルクリニ〒662-0067 0798-71-3331島田　豊実 島田　豊実 平24. 5. 1矯歯 歯   小歯診療所
     ック 西宮市深谷町９－１３ロイヤルメ常　勤:    1 新規 歯外 現存
     ゾン深谷１Ｆ (歯       1) 平30. 5. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77809,0715,6 伊藤歯科医院 〒662-0046 0798-22-3581伊藤　聡 伊藤　聡 平24. 6. 1歯   診療所
     西宮市千歳町７番３８号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77909,0716,4 大谷歯科医院 〒663-8154 0798-46-0418大谷　裕亮 大谷　裕亮 平24. 5. 1歯   診療所
     西宮市浜甲子園１丁目３－３ 常　勤:    2 その他 現存
     (歯       2) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78009,0718,0 栗本歯科医院 〒663-8172 0798-48-0883栗本　武道 栗本　武道 平24. 7. 1歯   診療所
     西宮市甲子園二番町９－３８ 常　勤:    1 その他 現存
     (歯       1) 平24. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
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  78109,0719,8 橋本歯科医院 〒662-0866 0798-56-7530橋本　政明 橋本　政明 平24.11. 1歯   診療所
     西宮市柳本町１－２６ル・エスト常　勤:    1 新規 現存
     夙川Ⅰ (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78209,0721,4 よしだ歯科クリニック〒663-8113 0798-63-4182吉田　一穂 吉田　一穂 平25. 3. 1歯   小歯 矯歯診療所
     西宮市甲子園口３丁目１０番１７常　勤:    1 その他 現存
     号 (歯       1) 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78309,0722,2 えり歯科クリニック 〒662-0084 0798-75-1184岸　江里 岸　江里 平25. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     西宮市樋之池町４－１９ 常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78409,0723,0 アーバンデンタルクリ〒663-8166 0798-48-8211長谷川　典子 長谷川　典子 平25. 3. 1歯   小歯 歯外診療所
     ニック　はせがわ歯科西宮市甲子園高潮町７－２０－１常　勤:    2 その他 現存
     ０３ (歯       2) 平25. 3. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78509,0726,3 むらまつ歯科 〒662-0954 0798-38-4443医療法人社団　むらま村松　弘康 平25. 7. 1歯   小歯 診療所
     西宮市上葭原町５番２２号 常　勤:    5つ歯科　理事長　村松 組織変更 現存
     (歯       5)　弘康 平25. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78609,0727,1 松本歯科口腔外科クリ〒663-8183 0798-40-4618松本　理基 松本　理基 平25. 8. 1歯   歯外 矯歯診療所
     ニック 西宮市里中町２－７－３６ 常　勤:    1 新規 小歯 現存
     (歯       1) 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78709,0728,9 河村歯科医院 〒663-8112 0798-66-1217河村　昌哲 河村　昌哲 平25. 7. 1歯   小歯 診療所
     西宮市甲子園口北町１－３ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78809,0729,7 よしだ歯科クリニック〒663-8122 0798-41-6488吉田　卓央 吉田　卓央 平25. 9. 1歯   小歯 診療所
     西宮市小曽根町２丁目１－２６　常　勤:    1 新規 現存
     ザ・ロイヤルビル１０１号 (歯       1) 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78909,0730,5 あおばヒロ歯科クリニ〒663-8204 0798-67-6480水 　大希 水 　大希 平25. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     ック 西宮市高松町１９－９プレミスト常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     西宮北口　２０６号 (歯       1) 平25. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  79009,0731,3 松岡歯科 〒662-0052 0798-35-6480松岡　昌彦 松岡　昌彦 平25.10. 1歯   小歯 矯歯診療所
     西宮市霞町４番４７号ヴィラ・プ常　勤:    1 新規 歯外 現存
     レミエール・ルネッサンス　１階(歯       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79109,0732,1 山本デンタルクリニッ〒663-8003 0798-53-1182山本　哲也 山本　哲也 平25.10. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ク 西宮市上大市２丁目３－１９ヴィ常　勤:    1 交代 歯外 現存
     ラ甲東園１階 (歯       1) 平25.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79209,0734,7 あかつき歯科医院 〒662-0927 0798-32-1178荒木　暁 荒木　暁 平26. 2. 1歯   小歯 歯外診療所
     西宮市久保町１２－１９西宮ファ常　勤:    1 新規 現存
     ーストコーポラス１０２号 (歯       1) 平26. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79309,0735,4 村上歯科 〒663-8233 0798-34-7875村上　敏 村上　敏 平26. 1. 1歯   診療所
     西宮市津門川町１３－１４Ｏ・Ｍ常　勤:    1 移動 現存
     ・Ｉビル４Ｆ (歯       1) 平26. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79409,0736,2 しらいしデンタルクリ〒663-8107 0798-63-6480医療法人社団　白石デ白石　真教 平26. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ニック　ウェスト 西宮市瓦林町２０番９号 常　勤:    1ンタルクリニック　理 新規 現存
     (歯       1)事長　白石　雅照 平26. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79509,0737,0 中西矯正歯科 〒663-8035 0798-64-7801中西　秀郎 中西　秀郎 平26. 3. 1矯歯 診療所
     西宮市北口町１－２アクタ西宮東常　勤:    1 交代 現存
     館３Ｆ (歯       1) 平26. 3. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79609,0738,8 中津浜デンタルクリニ〒663-8013 0798-65-5611医療法人社団　中津浜上野山　喬文 平26. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     ック 西宮市門前町２番３１号 常　勤:    1デンタルクリニック　 組織変更 現存
     (歯       1)理事長　上野山　喬文 平26. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79709,0739,6 けい　デンタルクリニ〒662-0036 0798-70-5000中野　裕子 中野　裕子 平26. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     ック 西宮市大井手町１１－２６ 常　勤:    1 その他 矯歯 現存
     (歯       1) 平26. 4. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
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  79809,0740,4 広本歯科クリニック 〒662-0928 0798-81-3813廣本　孝史 廣本　孝史 平26. 5. 1歯   歯外 小歯診療所
     西宮市石在町１６－１９ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79909,0741,2 相原歯科医院 〒663-8178 0798-47-2265医療法人社団相原歯科相原　一慶 平26. 4. 1歯   小歯 診療所
     西宮市甲子園八番町２番３号 常　勤:    1医院　理事長　相原　 組織変更 現存
     (歯       1)一慶 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80009,0742,0 野村歯科矯正歯科 〒662-0837 0798-74-6311野村　俊弥 野村　俊弥 平26. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     西宮市広田町１３－３０ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80109,0743,8 渡辺歯科 〒663-8123 0798-41-5888渡辺　英雄 渡辺　英雄 平26. 3.21歯   診療所
     西宮市小松東町３丁目９－１６ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平26. 3.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80209,0744,6 イトウ矯正・小児歯科〒662-0812 0798-53-0418伊藤　雅夫 伊藤　雅夫 平26. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     西宮市甲東園１丁目５番５号 常　勤:    1 組織変更 現存
     (歯       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80309,0745,3 つかさ歯科クリニック〒663-8183 0798-43-0160阿部　武司 阿部　武司 平26. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     西宮市里中町１－８－１８ラ・ボ常　勤:    1 新規 歯外 現存
     ーテ西宮１階 (歯       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80409,0746,1 加藤歯科 〒662-0864 0798-36-1358加藤　有二 加藤　有二 平26. 8. 1歯   矯歯 小歯診療所
     西宮市越水町２－７ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80509,0747,9 オククボ歯科クリニッ〒663-8176 0798-78-6195奥窪　仰 奥窪　仰 平26. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 西宮市甲子園六番町１－２２　２常　勤:    1 新規 現存
     Ｆ (歯       1) 平26. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80609,0751,1 法貴歯科医院 〒662-0811 0798-51-1152法貴　学 法貴　学 平27. 1. 1歯   歯外 小歯診療所
     西宮市仁川町３丁目１４－２０ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80709,0752,9 まつうら歯科クリニッ〒663-8126 0798-41-1114松浦　崇 松浦　崇 平27. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 西宮市小松北町２－１－２２樋口常　勤:    1 新規 現存
     第一ビル (歯       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  80809,0753,7 ケイ歯科クリニック 〒663-8006 0798-31-0418医療法人社団ケイ歯科山下　圭一郎 平27. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     西宮市段上町２丁目１５番３号 常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 歯外 現存
     (歯       1)山下　圭一郎 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80909,0754,5 伊藤歯科クリニック 〒663-8152 0798-47-2221医療法人社団伊藤歯科伊藤　尚史 平27. 4. 1歯   歯外 小歯診療所
     西宮市甲子園町３番２－４号 常　勤:    2クリニック　理事長　 組織変更 現存
     (歯       2)伊藤　尚史 平27. 4. 1
     非常勤:    5
     (歯       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81009,0755,2 よしざきファミリー歯〒662-0863 0120-12-8020吉﨑　信也 吉﨑　信也 平27. 5. 1歯   小歯 診療所
     科 西宮市室川町１０－２７－１Ｆ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81109,0756,0 たくまデンタルクリニ〒663-8031 0798-61-1141東本　琢磨 東本　琢磨 平27. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     ック 西宮市伏原町６番５５号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81209,0759,4 しげしたデンタルクリ〒662-0016 0798-70-3330医療法人社団しげした茂下　弘延 平27. 5. 1歯   歯外 小歯診療所
     ニック 西宮市甲陽園若江町６番１５号 常　勤:    1デンタルクリニック　 組織変更 現存
     (歯       1)理事長　茂下　弘延 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81309,0760,2 たむら歯科クリニック〒662-0825 0798-81-5860田村　佑介 田村　佑介 平27. 8. 1歯   小歯 歯外診療所
     西宮市門戸荘１５－１１清水ビル常　勤:    1 新規 現存
     １Ｆ (歯       1) 平27. 8. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81409,0762,8 なかい歯科クリニック〒663-8113 0798-65-4927中井　裕之 中井　裕之 平27. 9. 1歯   小歯 診療所
     西宮市甲子園口４－１０－１１ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81509,0764,4 光歯科クリニック 〒651-1413 078-907-2001村上　豪一 村上　豪一 平27.12. 1歯   小歯 矯歯診療所
     西宮市北六甲台１－２４－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81609,0767,7 医療法人鳳珠会　にし〒662-0916 0798-78-7879医療法人鳳珠会　理事中塚　真愛 平28. 3. 1歯外 矯歯 歯  診療所
     のみや歯科口腔外科・西宮市戸田町１－１美松ビル２階常　勤:    2長　正井　佑典 新規 小歯 現存
     歯科 (歯       2) 平28. 3. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  81709,0768,5 丸山歯科クリニック 〒662-0812 0798-52-1100丸山　忠隆 丸山　忠隆 平28. 3. 1歯   歯外 診療所
     西宮市甲東園３丁目２－２２－１常　勤:    1 新規 現存
     ０２ (歯       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81809,0769,3 とおる歯科 〒669-1134 0797-62-4618医療法人社団とおる歯奥田　徹 平28. 3. 1歯   歯外 小歯診療所
     西宮市名塩新町８番エコールなじ常　勤:    1科　理事長　奥田　徹 組織変更 矯歯 現存
     お５階 (歯       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81909,0771,9 すがしま歯科 〒662-0923 0798-38-8739菅島　正行 菅島　正行 平28. 5. 1歯   小歯 診療所
     西宮市浜松原町２１－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  82009,0773,5 西宮ホワイトデンタル〒663-8021 0798-64-2222増井　幸則 増井　幸則 平28. 8. 1歯   診療所
     増井医院 西宮市上之町１－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 8. 1
     非常勤:    5
     (歯       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  82109,0774,3 ふるいちデンタルクリ〒662-0832 0798-66-8241古市　健吾 古市　健吾 平28. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     ニック 西宮市甲風園１丁目５番１２号宮常　勤:    1 新規 現存
     井ビル２階 (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  82209,0775,0 あしかり歯科クリニッ〒663-8111 0798-63-4618医療法人社団　あしか芦刈　貴光 平28. 8. 1歯   小歯 診療所
     ク 西宮市二見町４番２１号 常　勤:    2り歯科クリニック　理 組織変更 現存
     (歯       2)事長　芦刈　貴光 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  82309,0776,8 たかたに歯科 〒662-0824 0798-57-3790高谷　将之 高谷　将之 平28. 9. 1歯   診療所
     西宮市門戸東町２－４ファミリア常　勤:    1 新規 現存
     ル門戸１０１ (歯       1) 平28. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  82409,0777,6 田中歯科クリニック 〒663-8113 0798-31-1518田中　宏和 田中　宏和 平28. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     西宮市甲子園口２丁目３番３号パ常　勤:    2 新規 矯歯 現存
     ルメーラ甲子園口１Ｆ (歯       2) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  82509,0778,4 おかもとこども矯正歯〒662-0867 0798-61-4018医療法人社団　おかも岡本　篤剛 平28.10. 1小歯 矯歯 診療所
     科クリニック 西宮市大社町１０番４５号 常　勤:    1とこども矯正歯科クリ 組織変更 現存
     (歯       1)ニック　理事長　岡本 平28.10. 1
     　篤剛
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  82609,0780,0 広川歯科医院 〒662-0825 0798-52-9580医療法人　広川歯科医廣川　雅之 平29. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     西宮市門戸荘１７－５０ハイツ宝常　勤:    1院　理事長　廣川　雅 組織変更 現存
     隆２Ｆ (歯       1)之 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  82709,0781,8 ほりかわ歯科クリニッ〒663-8152 0798-49-8241医療法人社団　ほりか堀川　大輔 平29. 1. 1歯   小歯 診療所
     ク 西宮市甲子園町２６番１４号甲子常　勤:    2わ歯科クリニック　理 組織変更 現存
     園メディカルプラザ３０２ (歯       2)事長　堀川　大輔 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  82809,0782,6 宮崎歯科医院 〒662-0075 0798-74-3362宮崎　晴彦 宮崎　晴彦 平29. 1. 1歯   診療所
     西宮市南越木岩町６－４ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  82909,0783,4 かすや矯正歯科 〒662-0075 0798-74-8080医療法人社団かすや矯糟谷　周吾 平29. 2. 1矯歯 診療所
     西宮市南越木岩町５番２３号アス常　勤:    1正歯科　理事長　糟谷 組織変更 現存
     カビル２階 (歯       1)　周吾 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  83009,0784,2 西北テラス歯科ｙｏｓ〒663-8204 0798-56-8461吉本　直樹 吉本　直樹 平29. 3. 1歯   小歯 診療所
     ｈｉｍｏｔｏ 西宮市高松町１１－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  83109,0785,9 絹田歯科医院 〒663-8175 0798-44-1555医療法人社団　絹田歯絹田　宗一郎 平29. 2. 1歯   歯外 小歯診療所
     西宮市甲子園五番町１４－１３ 常　勤:    1科医院　理事長　絹田 組織変更 現存
     (歯       1)　宗一郎 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  83209,0786,7 西宮アクア歯科クリニ〒662-0918 0798-23-3003滝川　俊輔 滝川　俊輔 平29. 3. 1歯   小歯 歯外診療所
     ック 西宮市六湛寺町９－６早川ビル１常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     Ｆ (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  83309,0787,5 しのはら歯科医院 〒662-0911 0798-36-4183篠原　賢司 篠原　賢司 平29. 8. 1歯   小歯 矯歯診療所
     西宮市池田町９－６ＪＲ西宮駅Ｎ常　勤:    1 新規 歯外 現存
     Ｋビル３０２号 (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  83409,0788,3 ヒロデンタルクリニッ〒663-8204 0798-65-8888田中　宏幸 田中　宏幸 平29. 8. 1歯   矯歯 歯外診療所
     ク 西宮市高松町１－１３西宮矯正イ常　勤:    2 移動 現存
     ンプラントセンタービル内 (歯       2) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  83509,0789,1 いとうファミリー歯科〒662-0871 0798-81-3036伊藤　茂樹 伊藤　茂樹 平29.10. 1歯   歯外 小歯診療所
     クリニック 西宮市愛宕山１０－３４ 常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
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  83609,0791,7 いつき歯科クリニック〒663-8032 0798-69-1545伊月　悠貴 伊月　悠貴 平30. 3. 1歯   小歯 診療所
     西宮市高木西町２８番２号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  83709,0792,5 わたる歯科医院 〒662-0844 0798-68-6480松浦　亘 松浦　亘 平30. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     西宮市西福町５－１６－３０２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  83809,0793,3 村上隆矯正歯科 〒662-0834 0798-56-8665村上　隆 村上　隆 平30. 5. 1矯歯 診療所
     西宮市南昭和町３－１８アーチ岡常　勤:    2 新規 現存
     田ビル１０１ (歯       2) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  83909,0794,1 芝辻歯科医院 〒669-1136 0797-61-1301芝辻　篤史 芝辻　篤史 平30. 4. 1歯   小歯 診療所
     西宮市名塩木之元１２－７ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  84009,0795,8 スギ夙川ファミリーデ〒662-0038 0798-78-5046杉　英子 杉　英子 平30. 6. 1歯   歯外 小歯診療所
     ンタルクリニック 西宮市南郷町１４番６号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  84109,0796,6 小西デンタルクリニッ〒662-0063 0798-56-8555医療法人　ＫＤＣ　理小西　健仁 平30. 5. 1歯   歯外 小歯診療所
     ク 西宮市相生町１２番３３号モア夙常　勤:    1事長　小西　健仁 組織変更 矯歯 現存
     川１Ｆ (歯       1) 平30. 5. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  84209,0797,4 村松歯科医院 〒662-0825 0798-53-8811村松　亮 村松　亮 平30. 6. 1歯   小歯 診療所
     西宮市門戸荘１７－６７モナミハ常　勤:    1 新規 現存
     イツ１Ｆ (歯       1) 平30. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  84309,0798,2 さくら夙川駅前おきた〒662-0977 0798-56-8484医療法人社団さくら夙沖田　亮介 平30. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     歯科 西宮市神楽町１１番２５号ステー常　勤:    1川駅前おきた歯科　理 組織変更 歯外 現存
     ションビルディング２Ｆ (歯       1)事長　沖田　亮介 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  84410,0057,1 多田羅歯科医院 〒659-0095 0797-32-1913多田羅　猛 多田羅　猛 昭51. 7. 1歯   診療所
     芦屋市東芦屋町１－５　タイニー常　勤:    1 現存
     プラザ１０１ (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  84510,0059,7 橋本歯科医院 〒659-0067 橋本　卓次 橋本　卓次 昭52. 4. 1歯   診療所
     芦屋市茶屋ノ町６－２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
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  84610,0064,7 長谷川歯科医院 〒659-0062 0797-34-0212長谷川　裕人 長谷川　裕人 昭53. 7. 1歯   診療所
     芦屋市宮塚町７－１１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  84710,0066,2 シーサイド溝井歯科 〒659-0033 0797-32-1008溝井　康雄 溝井　康雄 昭54. 4. 1歯   小歯 診療所
     芦屋市高浜町７－２－１０５ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  84810,0068,8 稲垣歯科医院 〒659-0092 0797-22-2870稲垣　公三 稲垣　公三 昭55. 8. 1歯   診療所
     芦屋市大原町５－１９ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  84910,0071,2 仁木歯科医院 〒659-0023 仁木　義尚 仁木　義尚 昭58. 9. 1歯   診療所
     芦屋市大東町１０－９－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  85010,0072,0 原田歯科医院 〒659-0071 原田　知政 原田　知政 昭58.10. 1歯   診療所
     芦屋市前田町３－７ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  85110,0074,6 小寺歯科医院 〒659-0043 小寺　亮一 小寺　亮一 昭60. 7. 1歯   診療所
     芦屋市潮見町７－３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  85210,0078,7 きしだ歯科 〒659-0096 0797-22-1723岸田　博之 岸田　博之 昭64. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     芦屋市山手町２－１２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  85310,0080,3 広瀬歯科クリニック 〒659-0083 0797-23-6420廣瀬　隆也 廣瀬　隆也 平元. 6. 1歯   診療所
     芦屋市西山町４－８－１０５ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  85410,0082,9 若林歯科 〒659-0093 0797-22-4882医療法人社団　若林歯若林　亮 平元. 8. 1歯   歯外 矯歯診療所
     芦屋市船戸町４－１－４０７ 常　勤:    2科　理事長　若林　亮 新規 小歯 現存
     (歯       2) 平28. 8. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  85510,0083,7 聖愛歯科医院 〒659-0021 0797-32-0356山下　訓 山下　訓 平元.11. 1歯   矯歯 診療所
     芦屋市春日町１－１１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28.11. 1



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

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成30年 6月 1日現在　歯科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成    87 頁

  85610,0085,2 小野歯科浜風診療所 〒659-0032 0797-32-1805小野　哲嗣 小野　哲嗣 平 2. 5. 1歯   診療所
     芦屋市浜風町３－５ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  85710,0086,0 にしき歯科医院 〒659-0025 0797-31-4183錦　和彦 錦　和彦 平 2. 5. 1歯   診療所
     芦屋市浜町２－１１　ピュア芦屋常　勤:    3 現存
     １０１ (歯       3) 平29. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  85810,0089,4 花岡歯科医院 〒659-0055 0797-38-5533花岡　敬三 花岡　敬三 平 4.10. 1歯   小歯 診療所
     芦屋市竹園町６－４ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  85910,0092,8 村岡歯科 〒659-0091 0797-34-6430村岡　憲次 村岡　憲次 平 5. 5. 1歯   診療所
     芦屋市東山町５－１４　カウム芦常　勤:    1 現存
     屋２０２ (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  86010,0094,4 西田歯科医院 〒659-0068 0797-34-6731西田　拓史 西田　拓史 平 5. 7. 1歯   小歯 診療所
     芦屋市業平町２－２１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  86110,0102,5 依藤歯科 〒659-0062 0797-22-5941依藤　正 依藤　正 平 6. 9. 1歯   診療所
     芦屋市宮塚町１－１３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  86210,0108,2 はまもと歯科クリニッ〒659-0064 0797-21-2288濱本　雅貴 濱本　雅貴 平 8. 7. 1歯   診療所
     ク 芦屋市精道町７－１　ハックス芦常　勤:    1 現存
     屋ビル２階 (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  86310,0115,7 戸島歯科医院 〒659-0015 0797-35-2188戸島　達司 戸島　達司 平10. 6. 1歯   小歯 診療所
     芦屋市楠町７－１３ＰＣＬビル２常　勤:    1 新規 現存
     階 (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  86410,0121,5 藤田歯科診療所 〒659-0065 0797-25-0646藤田　顕治 藤田　顕治 平12. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     芦屋市公光町７－１０－２０１ 常　勤:    2 新規 歯外 現存
     (歯       2) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  86510,0123,1 歯科松木医院 〒659-0021 0797-23-8811松木　優典 松木　優典 平13. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     芦屋市春日町２３－８ベッサーボ常　勤:    1 新規 現存
     ーネン芦屋１０１ (歯       1) 平25. 1. 1
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  86610,0125,6 宇賀歯科医院 〒659-0066 0797-22-4074宇賀　尚夫 宇賀　尚夫 平13.10. 1歯   診療所
     芦屋市大桝町３－７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  86710,0128,0 橋谷歯科 〒659-0024 0797-23-8511医療法人社団　橋谷歯橋谷　義尚 平14. 6. 1歯   診療所
     芦屋市南宮町１０番１９号 常　勤:    1科　理事長　橋谷　義 組織変更 現存
     (歯       1)尚 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  86810,0129,8 あらまき歯科医院 〒659-0072 0797-34-6483荒巻　忠幸 荒巻　忠幸 平14. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     芦屋市川西町８－１３ 常　勤:    1 移動 歯外 現存
     (歯       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  86910,0133,0 岡歯科医院 〒659-0092 0797-22-0139岡　孝典 岡　孝典 平15. 1. 1歯   診療所
     芦屋市大原町１１－２４－２０６常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  87010,0134,8 サリー歯科クリニック〒659-0014 0797-22-8550院長　室田　祐子 室田　祐子 平15. 3. 1歯   小歯 矯歯診療所
     芦屋市翠ケ丘町１５－１４ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平27. 3. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  87110,0135,5 きむ矯正歯科医院 〒659-0093 0797-32-3311金　漢俊 金　漢俊 平15. 4. 1歯   矯歯 診療所
     芦屋市船戸町５番５号エベン・エ常　勤:    1 新規 現存
     ゼル芦屋４階 (歯       1) 平27. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  87210,0138,9 能治歯科・矯正歯科 〒659-0085 0797-32-3386能治　佳津子 能治　佳津子 平16. 4. 1歯   矯歯 診療所
     芦屋市西芦屋町６－１３ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  87310,0139,7 しんたに歯科医院 〒659-0015 0797-34-1433新谷　規之 新谷　規之 平16. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     芦屋市楠町１５－２グランデ・ア常　勤:    1 新規 現存
     ステール１階 (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  87410,0140,5 かとう歯科 〒659-0092 0797-34-2286医療法人社団かとう歯加藤　茂芳 平16. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     芦屋市大原町４番１２号 常　勤:    1科　理事長　加藤　茂 組織変更 歯外 現存
     (歯       1)芳 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  87510,0142,1 こうだ歯科クリニック〒659-0021 0797-25-1182耕田　英樹 耕田　英樹 平17. 2. 1歯   小歯 歯外診療所
     芦屋市春日町４番２号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 2. 1
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  87610,0143,9 タバタデンタルクリニ〒659-0093 0797-21-5655医療法人社団ＴＤＣタ田畑　勝彦 平17. 1. 8歯   小歯 矯歯診療所
     ック 芦屋市船戸町１０番１８号 常　勤:    3バタデンタルクリニッ 組織変更 歯外 現存
     (歯       3)ク　理事長　田畑　勝 平29. 1. 8
     非常勤:    2彦
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  87710,0144,7 上田歯科医院 〒659-0093 0797-35-7468上田　美穗子 上田　美穗子 平17. 5. 1歯   診療所
     芦屋市船戸町１０番３号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  87810,0150,4 わかば西川デンタルク〒659-0093 0797-21-1108医療法人社団　わかば西川　良彦 平19. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     リニック 芦屋市船戸町３番２３号芦屋三祐常　勤:    2西川デンタルクリニッ 組織変更 歯外 現存
     ビル１階 (歯       2)ク　理事長　西川　良 平25. 5. 1
     彦
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  87910,0151,2 医療法人社団　研成会〒659-0013 0797-21-2525医療法人社団　研成会杉井　則夫 平19. 6. 1歯   矯歯 小歯診療所
     　杉井歯科 芦屋市岩園町１番７号ロイヤルパ常　勤:    1　理事長　杉井　則夫 組織変更 歯外 現存
     ーク芦屋３Ｆ (歯       1) 平25. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  88010,0152,0 尾上歯科クリニック 〒659-0086 0797-38-9640尾上　祐悦 尾上　祐悦 平20. 4. 1歯   歯外 診療所
     芦屋市三条南町１３－１６－４０常　勤:    1 新規 現存
     １ (歯       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  88110,0154,6 髙橋歯科医院 〒659-0026 0797-31-5482谷端　美香 谷端　美香 平20. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     芦屋市西蔵町１３番１４号 常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  88210,0155,3 髙木歯科クリニック 〒659-0091 0797-25-7118髙木　正博 髙木　正博 平21. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     芦屋市東山町３０番８号　ノーブ常　勤:    1 新規 現存
     ルアーツ芦屋１０１ (歯       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  88310,0159,5 さくら歯科 〒659-0025 0797-34-6480勝田　裕志 勝田　裕志 平22. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     芦屋市浜町９番９号芦屋ヒロセビ常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     ル１階 (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  88410,0161,1 あしやスマイル歯科・〒659-0068 0797-38-4182脇本　安雅 脇本　安雅 平22. 6.16歯   矯歯 小歯診療所
     矯正歯科 芦屋市業平町６－１６－１ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平28. 6.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  88510,0162,9 芦屋市歯科センター 〒659-0051 0797-31-0658芦屋市長　山中　健 上住　和也 平22. 8. 1歯   診療所
     芦屋市呉川町１４番９号 常　勤:    4 新規 現存
     (歯       4) 平28. 8. 1
     非常勤:   47
     (歯      47)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  88610,0163,7 上住歯科医院 〒659-0062 0797-34-1560上住　和也 上住　和也 平22. 7.31歯   歯外 小歯診療所
     芦屋市宮塚町１１番２４号 常　勤:    1 交代 矯歯 現存
     (歯       1) 平28. 7.31
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  88710,0164,5 芦屋川聖栄歯科医院・〒659-0094 0797-35-6480山東　栄佳 山東　栄佳 平23. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     矯正歯科 芦屋市松ノ内町４－５　アーベイ常　勤:    1 新規 現存
     ン芦屋川Ｇ１０１ (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  88810,0165,2 芦屋ファミリー歯科ク〒659-0025 0797-31-2229藤野　哲功 藤野　哲功 平23. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     リニック 芦屋市浜町１０番５号タカダメデ常　勤:    1 新規 現存
     ィカルビル２階 (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  88910,0166,0 芦屋川デンタルクリニ〒659-0084 0797-38-3155石田　敬祐 石田　敬祐 平23. 4. 1歯   歯外 小歯診療所
     ック 芦屋市月若町８－４月若ビル２階常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  89010,0167,8 むらまつ歯科クリニッ〒659-0051 0797-26-1081医療法人社団むらまつ村松　崇稔 平23. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ク 芦屋市呉川町１１－２２ 常　勤:    3歯科クリニック　理事 組織変更 現存
     (歯       3)長　村松　崇稔 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  89110,0168,6 吉川歯科医院 〒659-0051 0797-32-6178吉川　広志 吉川　広志 平23. 8. 1歯   矯歯 小歯診療所
     芦屋市呉川町７番２６号 常　勤:    1 移動 歯外 現存
     (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  89210,0170,2 のとはら歯科医院芦屋〒659-0065 0797-35-1182能登原　靖宏 能登原　靖宏 平23.11. 1歯   小歯 矯歯診療所
     診療所 芦屋市公光町１１－７倉内ビル２常　勤:    1 新規 歯外 現存
     階 (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  89310,0171,0 さきた歯科 〒659-0066 0797-80-7222崎田　尚裕 崎田　尚裕 平24. 6. 1歯   歯外 矯歯診療所
     芦屋市大桝町２－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  89410,0172,8 山内歯科口腔外科 〒659-0012 0797-31-8801医療法人社団山内歯科山内　義之 平24. 7. 1歯   歯外 小歯診療所
     芦屋市朝日ケ丘町３９番１号 常　勤:    1口腔外科　理事長　山 組織変更 現存
     (歯       1)内　義之 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  89510,0173,6 芦屋駅前歯科・矯正ク〒659-0065 0797-35-8030薩摩　浩史 薩摩　浩史 平24.10. 1歯   小歯 矯歯診療所
     リニック 芦屋市公光町９－６新芦屋ビル１常　勤:    1 新規 歯外 現存
     Ｆ (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  89610,0174,4 崎田歯科医院 〒659-0093 0797-32-4180崎田　生哉 崎田　生哉 平24.10. 1歯   診療所
     芦屋市船戸町３番４－１０１ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  89710,0175,1 森歯科医院 〒659-0093 0797-31-0022森　太一 森　太一 平25.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     芦屋市船戸町１－２９モンテメー常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     ル西館６階 (歯       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  89810,0176,9 藤井ファミリー歯科 〒659-0091 0797-34-7106藤井　伊織 藤井　伊織 平26.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     芦屋市東山町６－１２第３吉田ビ常　勤:    1 その他 矯歯 現存
     ル２０１ (歯       1) 平26.11. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  89910,0178,5 Ｎａｋａｎｉｓｈｉ　〒659-0091 0797-32-4618中西　真大 中西　真大 平27. 9. 5歯   矯歯 小歯診療所
     Ｄｅｎｔａｌ　Ｏｆｆ芦屋市東山町２－７コモドココア常　勤:    1 新規 歯外 現存
     ｉｃｅ シヤ１Ｆ (歯       1) 平27. 9. 5
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  90010,0179,3 芦屋浜歯科クリニック〒659-0033 0797-22-6480田中　友也 田中　友也 平27.11. 1歯   小歯 診療所
     芦屋市高浜町６－１アステムショ常　勤:    1 その他 現存
     ッピングプラザ　２Ｆ (歯       1) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  90110,0181,9 中山歯科 〒659-0067 0797-38-2410中山　智裕 中山　智裕 平28. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     芦屋市茶屋之町１番１第一ブラウ常　勤:    1 新規 歯外 現存
     ンビル　１０１号室 (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  90210,0182,7 増田歯科医院 〒659-0016 0797-22-5359増田　隆 増田　隆 平28. 4. 1歯   小歯 診療所
     芦屋市親王塚町１１－１５ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  90310,0183,5 朝日ヶ丘　タカハシデ〒659-0012 0797-25-0418髙橋　淳 髙橋　淳 平28. 7. 1歯   歯外 小歯診療所
     ンタルクリニック 芦屋市朝日ケ丘町２８－２５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  90410,0184,3 池沢歯科医院 〒659-0094 0797-32-1780岡見　由美子 岡見　由美子 平28. 6. 1歯   小歯 診療所
     芦屋市松ノ内町３－９ 常　勤:    1 その他 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  90510,0185,0 藤本歯科医院 〒659-0092 0797-31-4193藤本　俊雄 藤本　俊雄 平28. 7. 1歯   歯外 小歯診療所
     芦屋市大原町５番２号ポトラビル常　勤:    2 交代 矯歯 現存
     ４階 (歯       2) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  90610,0186,8 すみおか歯科口腔外科〒659-0092 0797-61-8811住岡　聡 住岡　聡 平29. 1. 1歯   歯外 小歯診療所
     芦屋市大原町２－６ラ・モール芦常　勤:    1 新規 現存
     屋１１３－１ (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  90710,0187,6 和田歯科医院 〒659-0075 0797-31-0384多名部　光代 多名部　光代 平29. 6. 1歯   診療所
     芦屋市津知町３番１４号 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  90810,0188,4 ひだまり歯科クリニッ〒659-0065 0797-34-8188医療法人　ひだまり歯飛田　達宏 平29. 8. 1歯   矯歯 小歯診療所
     ク 芦屋市公光町７番１１号 常　勤:    1科クリニック　理事長 組織変更 歯外 現存
     (歯       1)　飛田　達宏 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  90910,0189,2 坪内歯科医院 〒659-0064 0797-22-1712坪内　英之 坪内　英之 平29.12. 1歯   小歯 矯歯診療所
     芦屋市精道町６－１０－１０５号常　勤:    1 移動 歯外 現存
     (歯       1) 平29.12. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  91010,0191,8 デンタルクリニックツ〒659-0034 0797-35-4618医療法人癒快　理事長辻　博之 平30. 4. 1歯   歯外 小歯診療所
     ジ 芦屋市陽光町３－２９ 常　勤:    1　辻　博之 組織変更 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  91110,0192,6 松岡歯科クリニック 〒659-0092 0797-21-6268医療法人社団Ｍ＆Ｓ歯松岡　伸輔 平30. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     芦屋市大原町２８番１号パルティ常　勤:    4科クリニック　理事長 組織変更 歯外 現存
     ー芦屋２０１ (歯       4)　松岡　伸輔 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  91211,0041,3 松村歯科医院 〒665-0067 松村　久衛 松村　久衛 昭43. 1. 1歯   診療所
     宝塚市仁川月見が丘２－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  91311,0052,0 小野歯科医院 〒665-0072 0797-72-5028小野　洋治 小野　洋治 昭46. 4. 1歯   診療所
     宝塚市千種２丁目１－３４ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
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  91411,0054,6 林歯科医院 〒665-0867 林　昭 林　昭 昭47. 6. 1歯   診療所
     宝塚市売布東之町１５－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  91511,0065,2 大住歯科医院 〒665-0034 大住　敏治 大住　敏治 昭51. 4. 1歯   診療所
     宝塚市小林２丁目１２－２５　プ常　勤:    1 現存
     レジデント宝塚 (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  91611,0068,6 山田歯科診療所 〒665-0061 山田　忠生 山田　忠生 昭52.10. 1歯   診療所
     宝塚市仁川北２丁目６－１０　サ常　勤:    1 現存
     ンローゼ仁川３階 (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  91711,0073,6 沢歯科医院 〒665-0822 沢　茂 沢　茂 昭53. 9. 1歯   診療所
     宝塚市安倉中２丁目３－１３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  91811,0078,5 麻生歯科医院 〒665-0021 0797-72-6218麻生　泰光 麻生　泰光 昭54.10. 1歯   診療所
     宝塚市中州１丁目９－２１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  91911,0088,4 たかはし歯科 〒665-0013 高橋　登代子 高橋　登代子 昭56. 4. 1歯   診療所
     宝塚市宝梅２丁目２－１９ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  92011,0089,2 坂本歯科医院 〒665-0874 坂本　靖弘 坂本　靖弘 昭56. 4. 1歯   診療所
     宝塚市中筋９丁目１１－２３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  92111,0098,3 吉田歯科 〒665-0011 吉田　純生 吉田　純生 昭57. 4. 1歯   診療所
     宝塚市南口２丁目１２－５ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  92211,0102,3 中井歯科医院 〒665-0035 0797-71-6673中井　通明 中井　通明 昭57. 6. 1歯   診療所
     宝塚市逆瀬川１丁目１－１９ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  92311,0103,1 安部歯科医院 〒665-0033 安部　正弘 安部　正弘 昭57. 8. 1歯   診療所
     宝塚市伊子志４丁目１－６４サン常　勤:    1 現存
     ハイツ逆瀬川Ｃ棟１２７ (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  92411,0104,9 藤澤歯科 〒665-0842 藤澤　昌績 藤澤　昌績 昭57.10. 1歯   診療所
     宝塚市川面５丁目１－３ホワイト常　勤:    1 現存
     ストーンギャラリー２階 (歯       1) 平24.10. 1
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  92511,0106,4 田川歯科医院 〒665-0871 0797-88-8860田川　宣文 田川　宣文 昭57.12. 1歯   診療所
     宝塚市中山五月台４丁目４－５ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  92611,0112,2 山崎歯科 〒665-0051 山崎　信一 山崎　信一 昭59. 3. 1歯   診療所
     宝塚市高司１丁目８－２５ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  92711,0116,3 カナダ歯科 〒665-0823 金田　正史 金田　正史 昭60. 6. 1 診療所
     宝塚市安倉南１丁目２４－１１　常　勤:    1 現存
     岡本ビル２階 (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  92811,0123,9 飯田歯科 〒665-0823 飯田　邦彦 飯田　邦彦 昭62. 5. 1歯   診療所
     宝塚市安倉南３丁目８－７ホワイ常　勤:    1 現存
     トヴイラ宝塚１階 (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  92911,0125,4 坂田歯科医院 〒665-0881 0797-89-3334坂田　英樹 坂田　英樹 昭62. 8. 1歯   診療所
     宝塚市山本東２丁目８－１６　藤常　勤:    1 現存
     本ビル２０２ (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  93011,0127,0 社会福祉法人　希望の〒669-1231 0797-91-1046社会福祉法人　希望の松元　まき 昭63. 6. 1歯   診療所
     家歯科診療所 宝塚市玉瀬字田畠９　希望の家サ常　勤:    2家　理事長　藤本　勝 現存
     ンホーム (歯       2)巳 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  93111,0129,6 山口歯科医院 〒665-0021 0797-74-1345山口　千世子 山口　千世子 昭63. 7. 1 診療所
     宝塚市中州１丁目１５－２　逆瀬常　勤:    1 現存
     川ビル１階 (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  93211,0130,4 足立歯科医院 〒665-0842 0797-86-8222足立　寛 足立　寛 昭63.10. 1歯   診療所
     宝塚市川面５－８－２６　ノース常　勤:    1 現存
     ポールビル２階 (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  93311,0133,8 松川歯科医院 〒665-0024 0797-74-6568松川　啓一 松川　啓一 平元. 7. 1歯   診療所
     宝塚市逆瀬台４丁目２－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  93411,0134,6 やまおか歯科医院 〒665-0045 0797-74-6409山岡　集一 山岡　集一 平元. 7. 1歯   診療所
     宝塚市光明町８－２９　パラッシ常　勤:    1 現存
     オ宝塚１０４ (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  93511,0135,3 澤歯科医院 〒665-0842 0797-84-2713澤　邦夫 澤　邦夫 平元. 7. 1歯   診療所
     宝塚市川面５丁目１０－４１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1



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

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成30年 6月 1日現在　歯科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成    95 頁

  93611,0136,1 高橋歯科医院 〒665-0845 0797-87-6268高橋　正 高橋　正 平元. 8. 1歯   診療所
     宝塚市栄町２丁目１３－１６ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  93711,0137,9 庄田歯科医院 〒665-0815 0797-88-8814医療法人社団　庄田歯庄田　陽一 平元. 8. 1歯   診療所
     宝塚市山本丸橋１丁目５－３０グ常　勤:    2科医院　理事長　庄田 現存
     リーンハイツ阪上１０５ (歯       2)　陽一 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  93811,0142,9 福田歯科医院 〒665-0827 0797-86-3550福田　早希子 福田　早希子 平 2. 4. 1歯   診療所
     宝塚市小浜３丁目４－７ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  93911,0144,5 こう歯科医院 〒665-0024 0797-74-8780高　俊永 高　俊永 平 2. 8. 1歯   矯歯 小歯診療所
     宝塚市逆瀬台１丁目７－１－１１常　勤:    1 現存
     ３ (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  94011,0147,8 平田歯科医院 〒665-0033 0797-77-3518平田　幸男 平田　幸男 平 3. 9. 1歯   診療所
     宝塚市伊子志１丁目６－４３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  94111,0148,6 仲田歯科医院 〒665-0022 0797-72-6320仲田　重樹 仲田　重樹 平 3.12. 1歯   診療所
     宝塚市野上１丁目５－１２９ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  94211,0152,8 川田歯科医院 〒665-0815 0797-88-0111医療法人社団　川田歯川田　義典 平 4.11. 1歯   小歯 診療所
     宝塚市山本丸橋３丁目１－５ 常　勤:    1科医院　理事長　川田 現存
     (歯       1)　義典 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  94311,0153,6 ますたにデンタルクリ〒665-0845 0797-86-5708枡谷　多紀子 枡谷　多紀子 平 5. 4. 1歯   診療所
     ニック 宝塚市栄町２丁目１－２　ソリオ常　勤:    1 現存
     ２　８階 (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  94411,0155,1 笹山歯科医院 〒665-0011 0797-71-7187医療法人社団　笹山歯笹山　敏 平 5. 5. 1歯   診療所
     宝塚市南口１－８－７ 常　勤:    1科医院　理事長　笹山 現存
     (歯       1)　敏 平29. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  94511,0157,7 みよし歯科医院 〒665-0035 0797-74-0913医療法人社団みよし歯美吉　政幸 平 5.12. 1歯   矯歯 小歯診療所
     宝塚市逆瀬川１丁目５－２４　ヌ常　勤:    1科医院　理事長　美吉 現存
     ーベル逆瀬川２階 (歯       1)　政幸 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  94611,0158,5 ほづみ歯科 〒665-0864 0797-81-2073穂積　学 穂積　学 平 6. 3. 1歯   診療所
     宝塚市泉町２０番５－１０１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  94711,0159,3 平岡歯科クリニック 〒665-0847 0797-81-6231平岡　英典 平岡　英典 平 6. 7. 1一般         3診療所
     宝塚市すみれが丘２－６－１　プ常　勤:    1 歯   現存
     ラーザコムズ (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  94811,0162,7 藤田歯科医院 〒665-0046 0797-77-5377藤田　貴彦 藤田　貴彦 平 7. 1. 1歯   診療所
     宝塚市福井町３－１０ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  94911,0164,3 鈴木歯科 〒665-0034 0797-71-0648鈴木　茂人 鈴木　茂人 平 7. 3. 1歯   診療所
     宝塚市小林５丁目３－４１　ラビ常　勤:    2 現存
     ールイナダⅡ (歯       2) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  95011,0167,6 宝塚市立歯科応急診療〒665-0827 0797-84-0118宝塚市長　中川　智子田川　宣文 平 7. 6. 1歯   診療所
     所 宝塚市小浜２丁目１－３０ 常　勤:    3 現存
     (歯       3) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  95111,0168,4 たつみ歯科医院 〒665-0067 0798-51-6480辰己　滋也 辰己　滋也 平 8. 9. 1歯   小歯 診療所
     宝塚市仁川月見ケ丘２－５７サン常　勤:    1 現存
     ロイヤル仁川１階 (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  95211,0169,2 やまの歯科 〒665-0051 0797-71-3777山野　総一郎 山野　総一郎 平 9. 1. 1歯   診療所
     宝塚市高司１丁目１２－２７クロ常　勤:    1 現存
     ードサン１階 (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  95311,0170,0 戸田歯科医院 〒665-0844 0797-86-2983医療法人社団戸田歯科戸田　比佐志 平 9. 2. 1歯   診療所
     宝塚市武庫川町３－６ 常　勤:    1医院　理事長　戸田　 現存
     (歯       1)比佐志 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  95411,0171,8 ごうがみ歯科医院 〒665-0877 0797-88-8854郷上　久典 郷上　久典 平 9. 3. 1歯   診療所
     宝塚市中山桜台５－２２－１中山常　勤:    1 現存
     サブセンター１０２ (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  95511,0173,4 富永歯科医院 〒665-0843 0797-81-9681富永　保男 富永　保男 平 9. 9. 1歯   矯歯 小歯診療所
     宝塚市宮の町３－１５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  95611,0176,7 きっかわ歯科医院 〒665-0836 0797-86-0656医療法人社団きっかわ吉川　周志 平10. 2. 1歯   診療所
     宝塚市清荒神１丁目６－１８ 常　勤:    1歯科医院　理事長　吉 組織変更 現存
     (歯       1)川　周志 平28. 2. 1
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  95711,0177,5 よねだ歯科医院 〒665-0813 0797-88-4184米田　智志 米田　智志 平10. 4. 1歯   小歯 診療所
     宝塚市口谷西２－２－３０グリー常　勤:    1 新規 現存
     ンプラザⅢ１階 (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  95811,0178,3 山瀬歯科 〒665-0041 0797-73-6988山瀬　信治 山瀬　信治 平10. 5. 1歯   診療所
     宝塚市御所の前町１６－１５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  95911,0182,5 おおた歯科クリニック〒665-0842 0797-85-0887太田　俊宏 太田　俊宏 平10. 6. 1歯   診療所
     宝塚市川面５丁目１０－２５－１常　勤:    1 新規 現存
     ０６ (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  96011,0183,3 犬丸歯科医院 〒665-0881 0797-88-1155犬丸　眞紀 犬丸　眞紀 平10. 6. 1歯   小歯 診療所
     宝塚市山本東３丁目６－１ゴール常　勤:    1 新規 現存
     ドヒル宝塚２階 (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  96111,0186,6 まんなみ歯科 〒665-0003 0797-86-4161万並　祐一 万並　祐一 平11. 4. 1歯   診療所
     宝塚市湯本町９－１８アメニティ常　勤:    1 新規 現存
     コート宝塚 (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  96211,0188,2 八木歯科医院 〒665-0881 0797-89-6474八木　正平 八木　正平 平11. 9. 1歯   小歯 診療所
     宝塚市山本東２丁目８－８－１０常　勤:    1 移動 現存
     ３ (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  96311,0189,0 青江歯科医院 〒665-0816 0797-88-8131青江　千恵子 青江　千恵子 平11.11. 1歯   診療所
     宝塚市平井１－５－４ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  96411,0191,6 ゆか歯科クリニック 〒665-0852 0797-83-1182名木　由佳 名木　由佳 平12. 2. 1歯   小歯 診療所
     宝塚市売布２－１１－１ピピアめ常　勤:    1 新規 現存
     ふ２０１－２ (歯       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  96511,0192,4 川人歯科医院 〒665-0061 0798-51-0505川人　照美 川人　照美 平12. 4. 1歯   診療所
     宝塚市仁川北３－７－５３ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  96611,0193,2 塙歯科医院 〒665-0836 0797-84-3181塙　佳倫 塙　佳倫 平12. 4. 5歯   診療所
     宝塚市清荒神１－１１－３ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平30. 4. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  96711,0194,0 山本歯科医院 〒665-0033 0797-72-7353山本　雅巳 山本　雅巳 平12. 6. 1歯   診療所
     宝塚市伊孑志３－１６－４６ＹＡ常　勤:    1 移動 現存
     ＭＡＭＯＴＯビル１階 (歯       1) 平30. 6. 1
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  96811,0195,7 津田歯科医院 〒665-0035 0797-72-4472津田　善弘 津田　善弘 平12.12.28歯   診療所
     宝塚市逆瀬川１－１－１ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平24.12.28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  96911,0198,1 早田歯科医院 〒665-0035 0797-73-7070早田　孝 早田　孝 平13. 6. 1歯   小歯 診療所
     宝塚市逆瀬川１丁目１１－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  97011,0199,9 イワセ歯科・矯正歯科〒665-0033 0797-78-1184岩瀬　勝也 岩瀬　勝也 平13. 7. 1歯   矯歯 診療所
     クリニック 宝塚市伊孑志１丁目７－１５ユキ常　勤:    1 新規 現存
     ホームビル２階 (歯       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  97111,0201,3 松本歯科医院 〒665-0833 0797-85-1526松本　茂 松本　茂 平13. 7. 1歯   診療所
     宝塚市鶴の荘１０－３ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  97211,0202,1 きばた歯科医院 〒665-0823 0797-81-6818木畑　克敏 木畑　克敏 平14. 1. 1歯   小歯 診療所
     宝塚市安倉南１－９－３２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  97311,0203,9 渡辺デンタルクリニッ〒665-0861 0797-84-8239医療法人社団　渡辺デ渡辺　輝雄 平14. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     ク 宝塚市中山寺２丁目９－１ 常　勤:    1ンタルクリニック　理 組織変更 現存
     (歯       1)事長　渡辺　輝雄 平26. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  97411,0204,7 オノエ歯科 〒665-0055 0797-73-3300尾上　拓郎 尾上　拓郎 平14. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     宝塚市大成町１０－３０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  97511,0206,2 おおすみ歯科医院 〒665-0061 0798-51-4110大角　一元 大角　一元 平14.10. 1歯   診療所
     宝塚市仁川北２丁目５－１さらら常　勤:    1 新規 現存
     仁川北館２０２号 (歯       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  97611,0207,0 もとえ歯科医院 〒665-0033 0797-73-5838森賀　本恵 森賀　本恵 平15. 2. 1歯   小歯 診療所
     宝塚市伊孑志２丁目１－１１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  97711,0209,6 やまだ歯科 〒665-0835 0797-85-5454医療法人社団やまだ歯山田　隆之 平15. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     宝塚市旭町１丁目９番８号Ｔ－Ｂ常　勤:    5科　理事長　山田　隆 組織変更 現存
     ＬＤ　１階 (歯       5)之 平27. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
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  97811,0210,4 福田歯科クリニック 〒665-0021 0797-74-0418福田　順直 福田　順直 平15. 6. 1歯   小歯 診療所
     宝塚市中州１丁目１－１アピアき常　勤:    2 移動 現存
     た２階 (歯       2) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  97911,0211,2 日新堂歯科医院 〒669-1241 0797-91-1355滝内　聡 滝内　聡 平15. 8. 1歯   歯外 診療所
     宝塚市切畑字北ノ浦３９ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平27. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  98011,0214,6 安福歯科医院 〒665-0011 0797-74-7855医療法人社団安福歯科安福　正美 平15. 9. 1歯   歯外 矯歯診療所
     宝塚市南口１丁目８番２０号 常　勤:    2医院　理事長　安福　 移動 現存
     (歯       2)正美 平27. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  98111,0215,3 矢津田歯科医院 〒665-0034 0797-71-6676医療法人社団矢津田歯矢津田　信彦 平15.10. 1歯   診療所
     宝塚市小林２丁目１０番２４号 常　勤:    2科医院　理事長　矢津 移動 現存
     (歯       2)田　信彦 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  98211,0216,1 安保歯科医院 〒665-0874 0797-80-4182安保　和之 安保　和之 平15.11. 1歯   小歯 矯歯診療所
     宝塚市中筋５丁目１７－６ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平27.11. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  98311,0217,9 澤村歯科クリニック 〒665-0845 0797-87-4182澤村　貴明 澤村　貴明 平15.12. 1歯   診療所
     宝塚市栄町１－１９－１６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  98411,0218,7 矯正歯科たかぎ・クリ〒665-0844 0797-84-1187高木　豊明 高木　豊明 平16. 1. 1矯歯 診療所
     ニック 宝塚市武庫川町２番５号パストラ常　勤:    1 新規 現存
     ル宝塚２階 (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  98511,0219,5 医療法人イノウエ矯正〒665-0842 0797-87-9787医療法人イノウエ矯正井上　博之 平16. 2. 1矯歯 診療所
     歯科・宝塚クリニック宝塚市川面５－１－７谷垣ビル３常　勤:    1歯科　理事長　井上　 新規 現存
     階 (歯       1)裕子 平28. 2. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  98611,0221,1 北川歯科医院 〒665-0022 0797-74-9174北川　正浩 北川　正浩 平16. 8. 1歯   診療所
     宝塚市野上４－１３－１３ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  98711,0223,7 有馬歯科・矯正歯科 〒665-0061 0798-51-2528有馬　良宏 有馬　良宏 平17. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     宝塚市仁川北３丁目７－１４ペガ常　勤:    3 交代 現存
     サスビル２０１ (歯       3) 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  98811,0224,5 きょうめん矯正歯科 〒665-0033 0797-73-1184京面　伺吾 京面　伺吾 平17. 8.20矯歯 診療所
     宝塚市伊孑志３－８－１５メディ常　勤:    1 移動 現存
     ック逆瀬川３Ｆ (歯       1) 平29. 8.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  98911,0226,0 とたに歯科医院 〒665-0061 0798-57-5701戸谷　幹弘 戸谷　幹弘 平18. 6. 1歯   小歯 診療所
     宝塚市仁川北２－６－１７橋本ビ常　勤:    1 新規 現存
     ル１Ｆ (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  99011,0227,8 あが歯科医院 〒665-0022 0797-71-0418阿河　伸一 阿河　伸一 平18. 6. 1歯   診療所
     宝塚市野上１丁目１－２４逆瀬川常　勤:    1 新規 現存
     西口ビル２０３号 (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  99111,0230,2 もりた歯科医院 〒665-0836 0797-81-4618森田　正則 森田　正則 平19. 2. 1歯   小歯 診療所
     宝塚市清荒神１－３－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  99211,0231,0 たるみ歯科クリニック〒665-0874 0797-82-6480医療法人社団　たるみ樽味　寿 平19. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     宝塚市中筋８丁目１３番５号宝塚常　勤:    4歯科クリニック　理事 組織変更 矯歯 現存
     すみれメディカルビル２階 (歯       4)長　樽味　寿 平25. 1. 1
     非常勤:    8
     (歯       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  99311,0232,8 江本歯科医院 〒665-0847 0797-87-4618江本　元 江本　元 平19. 4. 1歯   小歯 診療所
     宝塚市すみれガ丘１丁目２－１ゲ常　勤:    1 新規 現存
     ートウェイ宝塚壱番館４階 (歯       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  99411,0234,4 小田矯正歯科クリニッ〒665-0845 0797-81-7650医療法人社団小田矯正小田　佳朗 平16.11.17矯歯 診療所
     ク 宝塚市栄町２丁目２番１号ソリオ常　勤:    1歯科クリニック　理事 移動 現存
     ３　３階 (歯       1)長　小田　佳朗 平28.11.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  99511,0237,7 もり歯科クリニック 〒665-0034 0797-73-7553森　健一 森　健一 平19.10. 1歯   小歯 診療所
     宝塚市小林５－５－３２ロイヤル常　勤:    2 新規 現存
     ハイツ１Ｆ (歯       2) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  99611,0238,5 西川歯科医院 〒665-0852 0797-86-2529西川　浩光 西川　浩光 平19. 9.14歯   小歯 診療所
     宝塚市売布３丁目１１番１号 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平25. 9.14
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  99711,0239,3 ゲンデンタルクリニッ〒665-0046 0797-77-0078安藤　ゲン 安藤　ゲン 平20. 4. 1歯   小歯 診療所
     ク 宝塚市福井町３２－２９　１Ｆ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  99811,0240,1 さかうえ歯科クリニッ〒665-0805 072-759-3320阪上　直樹 阪上　直樹 平20. 5. 1歯   小歯 診療所
     ク 宝塚市雲雀丘１－１－１０　雲雀常　勤:    1 交代 現存
     丘花屋敷駅ビル２Ｆ (歯       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  99911,0241,9 廣瀬歯科医院 〒665-0827 0797-85-1040廣瀬　裕二 廣瀬　裕二 平20. 6. 1歯   診療所
     宝塚市小浜３丁目９－２０ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 100011,0243,5 マツダデンタルクリニ〒665-0814 0797-82-2226松田　健 松田　健 平20. 7. 1歯   小歯 診療所
     ック 宝塚市山本野里２－８－２０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 100111,0244,3 デンタルクリニック　〒665-0844 0797-81-8461能美　陽子 能美　陽子 平20. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     サンタクルス　ザ　タ宝塚市武庫川町６－２２　ザ　タ常　勤:    1 新規 歯外 現存
     カラヅカ カラヅカテラス２階　 (歯       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 100211,0245,0 奥田歯科クリニック 〒665-0845 0797-85-8801医療法人社団奥田歯科奥田　眞夫 平20. 8. 1歯   診療所
     宝塚市栄町一丁目１番９号アール常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     グラン宝塚２０２ (歯       1)奥田　眞夫 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 100311,0247,6 小田中歯科医院 〒665-0852 0797-86-2261小田中　理 小田中　理 平21. 1. 1歯   診療所
     宝塚市売布２丁目６－１９ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 100411,0248,4 藤田歯科 〒665-0061 0798-57-5418藤田　淳 藤田　淳 平21.12. 1歯   歯外 小歯診療所
     宝塚市仁川北２－１－２４北弐丁常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     目館１Ｆ (歯       1) 平27.12. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 100511,0249,2 上月歯科クリニック 〒665-0867 0797-84-1144上月　隆行 上月　隆行 平21.12. 1歯   小歯 矯歯診療所
     宝塚市売布東の町１２－１３ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 100611,0250,0 なかむら歯科クリニッ〒665-0874 0797-26-6662中村　伸生 中村　伸生 平22. 2. 1歯   診療所
     ク 宝塚市中筋７丁目４番３４号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 100711,0251,8 ちあき歯科クリニック〒665-0881 0797-88-4600財満　千晶 財満　千晶 平22. 5. 1歯   小歯 診療所
     宝塚市山本東３丁目１２－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 100811,0253,4 ますだ歯科医院 〒665-0882 0797-88-8143枡田　秀行 枡田　秀行 平22. 8.20歯   小歯 診療所
     宝塚市山本南２丁目９－３－１－常　勤:    1 移動 現存
     １Ｆ (歯       1) 平28. 8.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 100911,0255,9 むくの歯科 〒665-0874 0797-88-5558椋野　洋昭 椋野　洋昭 平23. 1. 6歯   小歯 診療所
     宝塚市中筋８丁目２０－８　　１常　勤:    1 移動 現存
     ０２号 (歯       1) 平29. 1. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 101011,0256,7 芦田歯科医院 〒665-0867 0797-86-0843芦田　貴司 芦田　貴司 平23. 1. 1歯   診療所
     宝塚市売布東の町５－２４ 常　勤:    4 交代 現存
     (歯       4) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 101111,0257,5 ファミリーセンター歯〒665-0877 0797-89-0048山野上　幹雄 山野上　幹雄 平23. 3. 8歯   歯外 小歯診療所
     科 宝塚市中山桜台２－２－１中山フ常　勤:    1 移動 現存
     ァミリーセンター２Ｆ (歯       1) 平29. 3. 8
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 101211,0259,1 楠本歯科医院 〒665-0845 0797-87-7819楠本　直樹 楠本　直樹 平23. 5. 1歯   歯外 小歯診療所
     宝塚市栄町２－１－２ソリオ２　常　勤:    1 その他 矯歯 現存
     ３階 (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 101311,0260,9 志賀歯科 〒665-0034 0797-72-8079志賀　徹 志賀　徹 平23. 8.21歯   診療所
     宝塚市小林２－１１－１６　カサ常　勤:    1 移動 現存
     オバヤシビル２Ｆ (歯       1) 平29. 8.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 101411,0261,7 ひろなか歯科クリニッ〒665-0816 0797-82-1118廣中　智 廣中　智 平23.11. 1歯   診療所
     ク 宝塚市平井１－６－１アザリア山常　勤:    1 新規 現存
     本１Ｆ (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 101511,0262,5 松野歯科医院 〒665-0022 0797-74-8810松野　茜 松野　茜 平23.12. 1歯   小歯 矯歯診療所
     宝塚市野上１－１－３シャローム常　勤:    1 新規 歯外 現存
     逆瀬川 (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 101611,0263,3 かねしろ歯科クリニッ〒665-0874 0797-89-8148金城　南浩 金城　南浩 平23.12. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ク 宝塚市中筋４丁目８－２８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.12. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
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 101711,0264,1 加納歯科クリニック 〒665-0874 0797-88-8241加納　淳一 加納　淳一 平24. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     宝塚市中筋４丁目８番１４号Ｂｒ常　勤:    1 新規 現存
     ｕｎＣｕｂｅ１階 (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 101811,0265,8 宝塚スミレデンタルク〒665-0011 0797-78-0085医療法人社団艶美会　井上　景 平24. 8.10歯   小歯 歯外診療所
     リニック 宝塚市南口二丁目１４番３ザ・宝常　勤:    2理事長　仲田　英二 移動 矯歯 現存
     塚タワー２０２ (歯       2) 平24. 8.10
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 101911,0266,6 田中歯科医院 〒665-0033 0797-73-6430田中　徹 田中　徹 平24. 8.13歯   診療所
     宝塚市伊孑志３－１２－２３ファ常　勤:    1 移動 現存
     ミール逆瀬１０６号 (歯       1) 平24. 8.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 102011,0267,4 さだおか歯科医院 〒665-0863 0797-84-1570貞岡　岐信 貞岡　岐信 平25. 1. 1歯   小歯 診療所
     宝塚市三笠町６－２３トーホーマ常　勤:    2 新規 現存
     ンション第２　１Ｆ (歯       2) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 102111,0269,0 たかだ歯科 〒665-0035 0797-73-7575髙田　剛 髙田　剛 平25. 1.17歯   小歯 診療所
     宝塚市逆瀬川１丁目１５－７ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平25. 1.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 102211,0270,8 逆瀬川訪問歯科クリニ〒665-0033 0797-74-8741医療法人社団長州会　島津　薫 平25. 6. 1歯   診療所
     ック 宝塚市伊孑志１丁目６番３７号 常　勤:    1理事長　毛利　大介 新規 現存
     (歯       1) 平25. 6. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 102311,0271,6 みずの歯科 〒665-0021 0797-72-6464水野　浩明 水野　浩明 平25. 8. 1歯   診療所
     宝塚市中州１－２－２４－１０６常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 102411,0272,4 神田歯科医院 〒665-0861 0797-85-5885医療法人社団　神田歯神田　直大 平25. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     宝塚市中山寺一丁目１３番２０号常　勤:    1科医院　理事長　神田 組織変更 現存
     (歯       1)　直大 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 102511,0273,2 柏村歯科医院 〒665-0861 0797-86-0114柏村　武司 柏村　武司 平25. 7. 1歯   診療所
     宝塚市中山寺１丁目７－１ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平25. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 102611,0274,0 山本歯科クリニック 〒665-0816 0797-82-4618医療法人社団　山本歯山本　信一 平26. 2. 1歯   小歯 診療所
     宝塚市平井１丁目４－１８ミキビ常　勤:    1科クリニック　理事長 組織変更 現存
     ル２階 (歯       1)　山本　信一 平26. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 102711,0275,7 みはら歯科医院 〒665-0861 0797-85-8211医療法人社団　みはら三原　丞二 平26. 6. 1歯   小歯 診療所
     宝塚市中山寺１丁目１４番１６号常　勤:    2歯科医院　理事長　三 組織変更 現存
     ＫＩＳＨＩＤＡ　ＢＬＤ．２０３(歯       2)原　丞二 平26. 6. 1
     号室 非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 102811,0276,5 吉武歯科クリニック 〒665-0033 0797-73-6480吉武　史郎 吉武　史郎 平26. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     宝塚市伊孑志３丁目１２番４１号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 102911,0277,3 にしむら歯科クリニッ〒665-0034 0797-74-8846医療法人社団にしむら西村　知晃 平26. 8. 1歯   小歯 診療所
     ク 宝塚市小林２丁目７番２４号マン常　勤:    1歯科クリニック　理事 組織変更 現存
     ションビセイ１Ｆ (歯       1)長　西村　知晃 平26. 8. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 103011,0279,9 医療法人　悠生会　宇〒665-0871 0797-89-1502医療法人　悠生会　理安岡　仁恵 平26.12. 4歯   小歯 歯外診療所
     川歯科 宝塚市中山五月台２丁目１１番４常　勤:    3事長　筒井　隆史 その他 現存
     号 (歯       3) 平26.12. 4
     非常勤:    8
     (歯       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 103111,0280,7 宝塚ファミリー歯科ク〒665-0003 0797-80-7654大平　哲司 大平　哲司 平27. 3. 1歯   歯外 小歯診療所
     リニック 宝塚市湯本町５－２１銀馬車ビル常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     １Ｆ (歯       1) 平27. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 103211,0281,5 さくら矯正歯科 〒665-0861 0797-83-0418山田　真樹 山田　真樹 平27. 4. 1歯   診療所
     宝塚市中山寺１丁目１０－６中山常　勤:    1 新規 現存
     寺メディカルセンター２０１ (歯       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 103311,0282,3 宝塚逆瀬川歯科医院 〒665-0035 0797-69-6110江村　憲資 江村　憲資 平27. 5. 1歯   歯外 小歯診療所
     宝塚市逆瀬川１丁目２－１アピア常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     １　４Ｆ　４３６号 (歯       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 103411,0283,1 山下歯科医院 〒665-0852 0797-87-5357山下　修五 山下　修五 平27. 5. 1歯   小歯 診療所
     宝塚市売布４－１－１２メゾンド常　勤:    2 交代 現存
     ムール１Ｆ (歯       2) 平27. 5. 1
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 103511,0284,9 坂歯科医院 〒665-0074 0798-51-1151坂　江里子 坂　江里子 平27. 5.10歯   歯外 小歯診療所
     宝塚市仁川台１番地 常　勤:    1 その他 現存
     (歯       1) 平27. 5.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 103611,0285,6 渡部歯科医院 〒665-0035 0797-72-3136渡部　聖子 渡部　聖子 平27.12. 1歯   診療所
     宝塚市逆瀬川２丁目１－１０ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 103711,0286,4 プルミエ歯科医院 〒665-0823 0797-78-6373野澤　康行 野澤　康行 平28. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     宝塚市安倉南１－１７－２５シャ常　勤:    1 新規 現存
     ンリーブル宝塚２０２ (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 103811,0287,2 かわしま歯科クリニッ〒665-0034 0797-71-4182川嶋　一仁 川嶋　一仁 平28. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 宝塚市小林５丁目８－４６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 103911,0288,0 宝塚こども歯科 〒665-0861 0797-85-8800医療法人社団　神田歯磯野　静 平28.11. 1歯   小歯 矯歯診療所
     宝塚市中山寺１丁目１７番３７号常　勤:    1科医院　理事長　神田 新規 現存
     (歯       1)　直大 平28.11. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 104011,0289,8 アゼリア歯科クリニッ〒665-0034 0797-77-8888医療法人社団清樹会　清川　祥子 平29. 6. 1歯   小歯 診療所
     ク 宝塚市小林４丁目６番２５号 常　勤:    1理事長　清川　祥子 組織変更 現存
     (歯       1) 平29. 6. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 104111,0291,4 あいデンタルクリニッ〒665-0836 0797-85-3578医療法人社団　天命堂佐藤　愛 平29. 8. 1歯   診療所
     ク 宝塚市清荒神一丁目１０番２４号常　勤:    1　理事長　金川　清人 組織変更 現存
     清荒神駅前ビル１階 (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 104211,0292,2 青江歯科医院 〒665-0874 0797-88-0852青江　利明 青江　利明 平30. 3. 1歯   診療所
     宝塚市中筋１－１－１ 常　勤:    3 交代 現存
     (歯       3) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 104312,0024,7 辻井歯科医院 〒669-1527 07956-2-4180辻井　盛子 辻井　盛子 昭54. 1. 1歯   診療所
     三田市中町３番８号 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 104412,0025,4 中道歯科医院 〒669-1515 0795-63-7131中道　雄司 中道　雄司 昭56. 4. 1歯   診療所
     三田市大原字南之馬場８１０番地常　勤:    1 現存
     －３ (歯       1) 平29. 4. 1
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 104512,0027,0 岸歯科医院 〒669-1535 岸　和久 岸　和久 昭57. 1. 1歯   診療所
     三田市南ケ丘２丁目３－２５ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 104612,0029,6 中西歯科医院 〒669-1512 079-564-4841中西　透 中西　透 昭57.10. 1歯   矯歯 診療所
     三田市高次１丁目１０－５ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 104712,0030,4 岡本歯科医院 〒669-1544 079-563-2050岡本　晴夫 岡本　晴夫 昭58. 5. 1歯   小歯 診療所
     三田市武庫が丘４丁目１－２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 104812,0033,8 沢井歯科医院 〒669-1345 沢井　嘉宏 沢井　嘉宏 昭58. 8. 1歯   診療所
     三田市下相野２０７－４ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 104912,0039,5 奥舎歯科医院 〒669-1322 0795-65-0886奥舎　保 奥舎　保 昭63. 7. 1歯   診療所
     三田市すずかけ台１－６－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 105012,0040,3 田歯科診療所 〒669-1313 079-567-1102 田　和美 田　和美 昭64. 1. 1歯   診療所
     三田市福島３５４ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 105112,0041,1 小寺歯科医院 〒669-1533 0795-62-7000小寺　修 小寺　修 平元. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     三田市三田町２３－５ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 105212,0042,9 尾崎歯科医院 〒669-1516 0795-62-1873尾崎　司 尾崎　司 平元.11. 1歯   診療所
     三田市友が丘２－２－１３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 105312,0045,2 吉原歯科医院 〒669-1546 079-562-8471医療法人社団健歯会吉吉原　正明 平 3. 9. 1歯   小歯 矯歯診療所
     三田市弥生が丘１丁目１１　フラ常　勤:    2原歯科医院　理事長　 現存
     ワータウン駅ビル７０５号 (歯       2)吉原　正明 平24. 9. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 105412,0046,0 嶋谷歯科医院 〒669-1513 0795-59-0011嶋谷　雅博 嶋谷　雅博 平 4. 5. 1歯   診療所
     三田市三輪２丁目４－６　マルワ常　勤:    1 現存
     ハイツ２、１階 (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 105512,0048,6 若林歯科医院 〒669-1525 0795-62-1818若林　学 若林　学 平 5. 2. 1一般         3診療所
     三田市対中町２－１３ 常　勤:    1 歯   現存
     (歯       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 105612,0049,4 杉本歯科医院 〒669-1348 0795-68-0005杉本　左知子 杉本　左知子 平 5. 5. 1歯   診療所
     三田市つつじか丘北２丁目２－６常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 105712,0050,2 医療法人社団井殿歯科〒669-1529 0795-62-0418医療法人社団井殿歯科井殿　由紀 平 6. 2. 1歯   小歯 矯歯診療所
     医院 三田市中央町４－２４ 常　勤:    2医院　理事長　井殿　 現存
     (歯       2)由紀 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 105812,0051,0 田中歯科クリニック 〒669-1546 0795-59-4811田中　道生 田中　道生 平 6. 4. 1一般         3診療所
     三田市弥生が丘２丁目１９ 常　勤:    1 歯   現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 105912,0055,1 英保歯科 〒669-1321 0795-65-7766英保　裕和 英保　裕和 平 7. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     三田市けやき台３丁目７６－６ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 106012,0056,9 南歯科医院 〒669-1528 0795-63-7400南　雄三 南　雄三 平 7. 7. 1歯   診療所
     三田市駅前町８－４　三田サウス常　勤:    1 現存
     ３　２階 (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 106112,0059,3 江見歯科医院 〒669-1322 0795-65-5577医療法人社団江見歯科江見　丈 平 9. 7. 1歯   小歯 診療所
     三田市すずかけ台２－３－１ 常　勤:    1医院　理事長　江見　 組織変更 休止
     (歯       1)丈 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 106212,0061,9 愛川歯科医院 〒669-1541 0795-60-2643愛川　修司 愛川　修司 平 9.11. 1歯   矯歯 小歯診療所
     三田市貴志６９６－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 106312,0063,5 生田歯科 〒669-1345 0795-68-7711生田　直 生田　直 平10. 4. 1歯   診療所
     三田市下相野３８０－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 106412,0064,3 宮内歯科医院 〒669-1323 0795-60-2011宮内　満喜雄 宮内　満喜雄 平10. 5. 1歯   診療所
     三田市あかしあ台５丁目３２－１常　勤:    2 新規 現存
     ウッディ殿ビル３階 (歯       2) 平28. 5. 1
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 106512,0066,8 おおにし歯科 〒669-1529 0795-61-2552大西　秀樹 大西　秀樹 平11. 5. 1歯   小歯 診療所
     三田市中央町１０－１０中央第一常　勤:    1 新規 現存
     ビル４階 (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 106612,0068,4 松割歯科クリニック 〒669-1337 079-559-8888医療法人社団松割歯科松割　聡 平13. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     三田市学園７丁目１－２ 常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 歯外 現存
     (歯       1)松割　聡 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 106712,0069,2 吉城歯科クリニック 〒669-1322 079-563-2807医療法人社団　吉城歯吉城　光 平14.12. 1歯   診療所
     三田市すずかけ台１丁目３２番地常　勤:    1科クリニック　理事長 組織変更 現存
     の４ (歯       1)　吉城　光 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 106812,0070,0 あさはら歯科医院 〒669-1324 079-553-7111浅原　隆史 浅原　隆史 平15. 3. 1歯   小歯 矯歯診療所
     三田市ゆりのき台５丁目３１番３常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 106912,0071,8 おおや歯科医院 〒669-1349 079-560-0808大矢　啓史 大矢　啓史 平15. 7. 1歯   歯外 小歯診療所
     三田市大川瀬字水ケ下１３０７－常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     ４５ (歯       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 107012,0073,4 きしもと歯科 〒669-1546 079-559-8211岸本　高尚 岸本　高尚 平16. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     三田市弥生が丘５丁目１４番地の常　勤:    1 新規 現存
     ３ (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 107112,0074,2 大槻歯科医院 〒669-1535 079-563-2100医療法人社団おおつき大槻　榮人 平16.10. 1歯   歯外 小歯診療所
     三田市南が丘１丁目３０番１７ 常　勤:    4会　理事長　大槻　榮 移動 矯歯 現存
     (歯       4)人 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 107212,0075,9 ぶんご歯科クリニック〒669-1331 079-567-0121豊後　健太郎 豊後　健太郎 平17. 1. 1歯   診療所
     三田市広野２７ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 107312,0076,7 あしざわ歯科医院 〒669-1513 079-563-2580芦澤　靖 芦澤　靖 平17.10. 1歯   診療所
     三田市三輪２丁目１－１１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 107412,0077,5 渡辺デンタルクリニッ〒669-1324 079-559-7648渡辺　匡紀 渡辺　匡紀 平18. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     ク 三田市ゆりのき台２丁目２５番２常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 107512,0078,3 ばんどう歯科 〒669-1533 079-553-2148医療法人社団　祥皓会板東　直子 平19. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     三田市三田町７番４号 常　勤:    1　理事長　板東　直子 組織変更 矯歯 現存
     (歯       1) 平25. 6. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 107612,0079,1 小西デンタルクリニッ〒669-1529 079-569-8211小西　榮次 小西　榮次 平19. 7. 1歯   診療所
     ク 三田市中央町９－３６ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 107712,0080,9 黒瀬歯科クリニック 〒669-1528 079-564-0175黒瀬　尚利 黒瀬　尚利 平19.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     三田市駅前町１番３８号ＪＲ三田常　勤:    1 新規 歯外 現存
     駅ＮＫビル５階 (歯       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 107812,0081,7 喜多歯科医院 〒669-1546 079-559-4118喜多　奏 喜多　奏 平20. 6. 1歯   小歯 診療所
     三田市弥生が丘１丁目１－２　サ常　勤:    1 新規 現存
     ンフラワー１Ｆ１０６ (歯       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 107912,0082,5 あらがき矯正歯科 〒669-1528 079-564-1122荒垣　芳元 荒垣　芳元 平21. 1. 1矯歯 診療所
     三田市駅前町２－１ＫＩＰＰＹ　常　勤:    1 新規 現存
     ＭＡＬＬ　５Ｆ (歯       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 108012,0083,3 たにぐちデンタルクリ〒669-1322 079-563-7550谷口　順一 谷口　順一 平21. 4. 1歯   小歯 診療所
     ニック 三田市すずかけ台２丁目３－７ホ常　勤:    1 新規 現存
     ットラインヒルズ３Ｆ (歯       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 108112,0084,1 くわな歯科クリニック〒669-1321 079-553-2987桑名　幹広 桑名　幹広 平21. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     三田市けやき台１－１０－１　セ常　勤:    1 新規 現存
     ンチュリープラザ (歯       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 108212,0085,8 宮地歯科医院 〒669-1531 079-564-1616宮地　多喜朗 宮地　多喜朗 平21. 7. 1歯   歯外 小歯診療所
     三田市天神３丁目１－５ 常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 108312,0086,6 いわさか歯科医院 〒669-1546 079-502-0461岩坂　充英 岩坂　充英 平21.10. 1歯   診療所
     三田市弥生が丘１－２－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 108412,0087,4 しらやま歯科 〒669-1321 079-564-4618白山　英樹 白山　英樹 平21.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     三田市けやき台３丁目１２－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 108512,0089,0 前田歯科クリニック 〒669-1321 079-556-5551前田　晋三 前田　晋三 平22.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     三田市けやき台１－６－２イオン常　勤:    1 新規 現存
     三田ウッディタウン一番街 (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 108612,0091,6 飯田歯科医院 〒669-1535 079-564-4868医療法人社団飯田歯科飯田　啓方 平23. 2. 1歯   診療所
     三田市南が丘１丁目４０－２２井常　勤:    1医院　理事長　飯田　 組織変更 現存
     之上建設ビル２Ｆ (歯       1)啓方 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 108712,0093,2 坂東歯科医院 〒669-1537 079-558-7640坂東　数高 坂東　数高 平24. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     三田市西山１丁目９－１９ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 108812,0094,0 医療法人伸明会　さん〒669-1357 079-568-5237医療法人伸明会　理事坂本　隆三 平25. 8. 1歯   小歯 歯外診療所
     あい歯科医院 三田市東本庄２４９３ 常　勤:    1長　白井　利明 その他 現存
     (歯       1) 平25. 8. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 108912,0095,7 すず歯科医院 〒669-1528 079-559-6474森本　美子 森本　美子 平25.11. 1歯   小歯 診療所
     三田市駅前町１３－１０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 109012,0097,3 ワタセ歯科 〒669-1525 079-563-8440渡瀬　健也 渡瀬　健也 平27. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     三田市対中町１２－１４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 109112,0098,1 福田歯科医院 〒669-1316 079-567-1511福田　隆光 福田　隆光 平28. 7.29歯   小歯 矯歯診療所
     三田市上井沢７５番地 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平28. 7.29
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 109212,0099,9 たなか歯科医院 〒669-1323 079-565-2000医療法人社団Ｓｍｉｌ田中　希代子 平29. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     三田市あかしあ台１丁目５２番地常　勤:    1ｅ　Ａｒｔ　理事長　 組織変更 歯外 現存
     ２ (歯       1)田中　希代子 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 109313,0042,7 保尾歯科医院 〒669-3601 保尾　洽三 保尾　洽三 昭49. 7. 1歯   診療所
     丹波市氷上町成松３３６ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 109413,0044,3 上谷歯科医院 〒669-3642 0795-82-7615上谷　和久 上谷　和久 昭51.10. 1歯   診療所
     丹波市氷上町香良六角３２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 109513,0052,6 近藤歯科医院 〒669-3464 2-5230 近藤　護 近藤　護 昭59. 8. 1歯   診療所
     丹波市氷上町石生１６６４ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 109613,0054,2 タカフジ歯科 〒669-3157 76-1448 高藤　建二 高藤　建二 昭60. 6. 1歯   診療所
     丹波市山南町和田２６８－９ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 109713,0056,7 岸本歯科医院 〒669-3309 07957-2-0011岸本　博成 岸本　博成 昭62. 9. 1歯   診療所
     丹波市柏原町柏原４６番地 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 109813,0057,5 医療法人社団　河原歯〒669-3143 0795-77-2418医療法人社団河原歯科河原　悟 昭62.12.25歯   小歯 矯歯診療所
     科医院 丹波市山南町井原３６５－３ 常　勤:    1医院　理事長　河原　 現存
     (歯       1)悟 平29.12.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 109913,0058,3 松下歯科医院 〒669-3309 0795-72-3626松下　敏司 松下　敏司 昭63. 3. 1歯   診療所
     丹波市柏原町字高室２６２２－５常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 110013,0059,1 医療法人社団臼杵歯科〒669-3309 0795-72-3861医療法人社団臼杵歯科臼杵　哲男 昭63. 9. 1歯   矯歯 小歯診療所
     医院 丹波市柏原町柏原２８６９番地３常　勤:    1医院　理事長　臼杵　 現存
     (歯       1)哲男 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 110113,0061,7 おぎの歯科 〒669-4273 0795-75-1901荻野　泰男 荻野　泰男 平 2. 4. 1歯   診療所
     丹波市春日町国領１２２６－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 110213,0062,5 坂本歯科医院 〒669-4324 0795-85-2810坂本　浩 坂本　浩 平 2. 7. 1歯   診療所
     丹波市市島町市島３７２－３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 110313,0064,1 田中歯科 〒669-3811 0795-82-2090田中　公美 田中　公美 平 3. 1. 1歯   診療所
     丹波市青垣町佐治新町６９３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 110413,0065,8 竹田歯科診療所 〒669-4301 0795-86-0532竹田　逸浩 竹田　逸浩 平 3.11. 1歯   診療所
     丹波市市島町下竹田１５－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 110513,0066,6 清水歯科医院 〒669-3131 0795-77-3111清水　祥平 清水　祥平 平 4. 1. 1歯   診療所
     丹波市山南町谷川１８０１－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 110613,0068,2 生田歯科 〒669-3811 0795-87-1177生田　元 生田　元 平 4. 6. 1歯   診療所
     丹波市青垣町佐治６－３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 110713,0070,8 田村歯科医院 〒669-3131 0795-77-0072田村　良二 田村　良二 平 5. 6. 1一般         3診療所
     丹波市山南町谷川６７０－１ 常　勤:    1 歯   現存
     (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 110813,0071,6 合田歯科医院 〒669-4133 0795-74-0027合田　興世 合田　興世 平 6. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     丹波市春日町平松７１３－１ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平30. 1. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 110913,0072,4 きよゆきデンタルクリ〒669-3831 0795-87-0677足立　清之 足立　清之 平 6. 4. 1一般         3診療所
     ニック 丹波市青垣町市原８７３ 常　勤:    1 歯   現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 111013,0073,2 水野歯科医院 〒669-3311 0795-72-2400水野　良司 水野　良司 平 8. 9. 1歯   診療所
     丹波市柏原町母坪３８５－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 111113,0074,0 片山歯科医院 〒669-4322 0795-85-0068片山　準三 片山　準三 平 9. 5. 7歯   診療所
     丹波市市島町上田２２１－７ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平30. 5. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 111213,0075,7 佐竹歯科医院 〒669-3633 0795-82-2045佐竹　茂樹 佐竹　茂樹 平10.12.21歯   診療所
     丹波市氷上町御油７４３－５ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平28.12.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 111313,0077,3 足立歯科医院 〒669-3811 0795-87-0067足立　裕康 足立　裕康 平13. 6. 1歯   歯外 小歯診療所
     丹波市青垣町佐治５４８ 常　勤:    2 交代 矯歯 現存
     (歯       2) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 111413,0078,1 植木歯科医院 〒669-3572 0795-82-6609植木　宏明 植木　宏明 平15. 8. 1歯   小歯 矯歯診療所
     丹波市氷上町谷村字町西１６８５常　勤:    1 新規 歯外 現存
     －４ (歯       1) 平27. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 111513,0080,7 八木歯科医院 〒669-3309 0795-72-0043八木　貴 八木　貴 平15.10. 1歯   小歯 矯歯診療所
     丹波市柏原町柏原１２７２－７ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 111613,0082,3 谷水歯科クリニック 〒669-3309 0795-73-0648小澤　美智子 小澤　美智子 平17. 3. 1歯   診療所
     丹波市柏原町柏原９８０－２柏原常　勤:    1 新規 現存
     センタービル３階 (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 111713,0083,1 わく歯科医院 〒669-3601 0795-82-1128医療法人社団わく歯科和久　雅彦 平21.11. 1歯   矯歯 小歯診療所
     丹波市氷上町成松４６０番地１ 常　勤:    2医院　理事長　和久　 組織変更 歯外 現存
     (歯       2)雅彦 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 111813,0084,9 大森デンタルクリニッ〒669-3464 0795-80-2000大森　健次 大森　健次 平24. 7. 1歯   小歯 診療所
     ク 丹波市氷上町石生２５１４－１ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 111913,0085,6 うめおか歯科クリニッ〒669-3311 0795-72-4618梅岡　利明 梅岡　利明 平25. 8. 1歯   小歯 診療所
     ク 丹波市柏原町母坪４２７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 112013,0086,4 荻野歯科医院 〒669-3601 0795-82-1220荻野　隼人 荻野　隼人 平26. 5.23歯   診療所
     丹波市氷上町成松３６７－１ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平26. 5.23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 112113,0087,2 吉竹歯科医院 〒669-4324 0795-85-0527吉竹　克之 吉竹　克之 平26.10. 1歯   小歯 診療所
     丹波市市島町市島３０１－１ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 112213,0088,0 あせい歯科 〒669-3461 0795-82-8281医療法人社団　あせい阿瀬井　宏成 平30. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     丹波市氷上町市辺２０８番地５ 常　勤:    1歯科　理事長　阿瀬井 組織変更 現存
     (歯       1)　宏成 平30. 1. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 112313,0089,8 やまうち歯科 〒669-3411 0795-70-4080医療法人社団　やまう山内　一人 平30. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     丹波市春日町朝日６２５番１ 常　勤:    1ち歯科　理事長　山内 組織変更 歯外 現存
     (歯       1)　一人 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 112414,0006,0 河合歯科医院 〒669-2337 河合　迪雄 河合　迪雄 昭35.10.17歯   診療所
     篠山市山内町５４ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29.10.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 112514,0021,9 小嶋歯科医院 〒669-2323 07955-2-3195小嶋　一郎 小嶋　一郎 昭53. 9. 1歯   診療所
     篠山市立町１３９－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 112614,0023,5 井塚歯科医院 〒669-2322 2-3393 井塚　篤司 井塚　篤司 昭54. 8. 1歯   診療所
     篠山市呉服町３５ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 112714,0026,8 荒木歯科医院 〒669-2451 0795-94-2855荒木　繁 荒木　繁 昭61. 4. 1歯   診療所
     篠山市北４３－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 112814,0030,0 増田歯科医院 〒669-2205 079-594-2055医療法人社団　増田歯増田　耕一 平 5. 6. 1一般         3診療所
     篠山市網掛３９４－１ 常　勤:    1科医院　理事長　増田 歯   現存
     (歯       1)　耕一 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 112914,0031,8 仲田歯科医院 〒669-2202 0795-94-2001医療法人社団　艶美会宇田　哲章 平 5. 6. 1歯   矯歯 小歯診療所
     篠山市東吹３４３－３ 常　勤:    3　理事長　仲田　英二 歯外 現存
     (歯       3) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 113014,0034,2 多幡歯科 〒669-2321 0795-52-7718多幡　秀隆 多幡　秀隆 平 8. 4. 1歯   診療所
     篠山市黒岡２０７－６ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 113114,0035,9 杉本歯科医院 〒669-2212 0795-94-0063杉本　真 杉本　真 平 8.11. 1歯   診療所
     篠山市大沢３８３－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 113214,0036,7 河南歯科医院 〒669-2212 0795-94-0043河南　重隆 河南　重隆 平10. 8. 1歯   診療所
     篠山市大沢２４９ 常　勤:    1 交代 休止
     (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 113314,0038,3 天野歯科医院 〒669-2415 079-556-2123医療法人社団　天野歯天野　茂雄 平14. 6. 1歯   小歯 矯歯診療所
     篠山市上宿３２０－１ 常　勤:    3科医院　理事長　天野 組織変更 歯外 現存
     (歯       3)　茂雄 平26. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 113414,0040,9 有本歯科医院 〒669-2341 079-552-8282有本　貴昌 有本　貴昌 平15. 6. 1歯   小歯 診療所
     篠山市郡家８９６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 113514,0041,7 もりぐち歯科クリニッ〒669-2446 079-556-3918森口　和彦 森口　和彦 平18. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ク 篠山市八上上１１２－１ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 113614,0042,5 たなか歯科クリニック〒669-2222 079-590-1182田中　久盛 田中　久盛 平19. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     篠山市味間南１００９番地１ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 113714,0043,3 北　歯科医院 〒669-2345 079-552-4182北　洋介 北　洋介 平20. 2. 1歯   小歯 診療所
     篠山市東岡屋字道前２７７番３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 2. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 113814,0044,1 歯科　石井医院 〒669-2726 079-593-0001石井　広信 石井　広信 平21. 4. 1歯   診療所
     篠山市黒田８１７番地 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 113914,0046,6 にしき歯科 〒669-2734 079-593-1198医療法人社団にしき歯岡坂　勝 平21.12. 1歯   小歯 矯歯診療所
     篠山市宮田字門田ノ坪２３２－１常　勤:    1科　理事長　岡坂　勝 組織変更 現存
     (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 114014,0047,4 中道歯科医院 〒669-2323 079-552-8148中道　賢一 中道　賢一 平25. 3. 1歯   診療所
     篠山市立町３５番地－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 114115,0022,4 吉田歯科医院 〒656-0024 吉田　圭輔 吉田　圭輔 昭38. 7. 1歯   診療所
     洲本市山手３丁目２－１７ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 114215,0027,3 高津歯科医院 〒656-0012 高津　匡雄 高津　匡雄 昭48. 4. 1歯   診療所
     洲本市宇山３－１－２８ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 114315,0030,7 堀江歯科医院 〒656-0025 07992-4-2500堀江　照章 堀江　照章 昭50.11. 1歯   診療所
     洲本市本町７丁目４－１３ 常　勤:    2 休止
     (歯       2) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 114415,0032,3 竹内歯科医院 〒656-0012 07992-4-2650竹内　昌男 竹内　昌男 昭51.11. 1歯   診療所
     洲本市宇山３丁目５－１２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 114515,0037,2 竹内歯科医院 〒656-0014 07992-4-5650竹内　良一 竹内　良一 昭54.12. 1歯   診療所
     洲本市桑間８２３－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 114615,0043,0 中内歯科医院 〒656-0051 0799-22-8455中内　一恵 中内　一恵 昭62. 9. 1歯   診療所
     洲本市物部１丁目７－２４ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 114715,0044,8 廣川歯科医院 〒656-0051 0799-22-1955廣川　秀道 廣川　秀道 平元. 8. 1歯   診療所
     洲本市物部３丁目７－２３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 114815,0046,3 西本歯科医院 〒656-0012 0799-24-3833西本　文男 西本　文男 平 2. 6. 1歯   診療所
     洲本市宇山１丁目２－５０ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 114915,0050,5 池田歯科医院 〒656-0053 0799-26-0099池田　亮 池田　亮 平 5. 3. 1一般         2診療所
     洲本市上物部３３４－８ 常　勤:    1 歯   現存
     (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 115015,0052,1 くすのき小児歯科 〒656-0024 0799-22-0368楠　由利子 楠　由利子 平 5.12. 1小歯 診療所
     洲本市山手２丁目１－６５ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 115115,0053,9 元地歯科医院 〒656-0026 0799-23-1177元地　茂樹 元地　茂樹 平 6. 3. 1歯   診療所
     洲本市栄町２丁目３－３８ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 115215,0055,4 一瀬歯科医院 〒656-0025 0799-22-0029一瀬　健二 一瀬　健二 平 9. 5.23歯   診療所
     洲本市本町７－２－４７ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平30. 5.23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 115315,0056,2 そごう歯科医院 〒656-0016 0799-26-3118十河　康智 十河　康智 平10. 4. 1歯   診療所
     洲本市下内膳５５番地１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 115415,0057,0 伏見歯科医院 〒656-0051 0799-22-8243伏見　竜治 伏見　竜治 平11. 4. 1歯   診療所
     洲本市物部３－３－１５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 115515,0058,8 身体障害者歯科診療所〒656-0027 0799-22-0763一般社団法人洲本市歯寺内　洋二 平12. 4. 1歯   診療所
     洲本市港２－２６ 常　勤:    1科医師会　会長　寺内 移動 現存
     (歯       1)　洋二 平30. 4. 1
     非常勤:   21
     (歯      21)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 115615,0059,6 奥井歯科医院 〒656-0025 0799-23-1182奥井　寛三 奥井　寛三 平14. 5. 1歯   歯外 小歯診療所
     洲本市本町１－４－１０ 常　勤:    1 交代 矯歯 現存
     (歯       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 115715,0062,0 寺内歯科医院 〒656-0013 0799-24-0004寺内　洋二 寺内　洋二 平19. 5. 1歯   矯歯 診療所
     洲本市下加茂１丁目１－８８号 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 115815,0064,6 納歯科医院 〒656-0025 0799-22-4825医療法人社団納歯科医納　千富 平21. 7.27歯   診療所
     洲本市本町３丁目２番１４号 常　勤:    1院　理事長　納　千富 移動 現存
     (歯       1) 平27. 7.27
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 115915,0065,3 島津歯科医院 〒656-0025 0799-22-0691島津　敦子 島津　敦子 平21.11. 1歯   診療所
     洲本市本町８－６－２ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 116015,0066,1 竹内歯科医院 〒656-0026 0799-22-2608竹内　結加 竹内　結加 平22. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     洲本市栄町１丁目３番７号 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 116115,0067,9 さなデンタルクリニッ〒656-0055 0799-22-0040佐名　憲太郎 佐名　憲太郎 平22. 8. 1歯   歯外 小歯診療所
     ク 洲本市大野６９３－１ 常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 116215,0068,7 藤原歯科 〒656-0024 0799-22-9755藤原　到 藤原　到 平24. 1. 1歯   歯外 小歯診療所
     洲本市山手３丁目１番１３号 常　勤:    2 その他 矯歯 現存
     (歯       2) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 116315,0070,3 ナカノデンタルクリニ〒656-0013 0799-25-6480医療法人社団ナカノデ仲野　安治 平24. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     ック 洲本市下加茂一丁目４番５０号 常　勤:    1ンタルクリニック　理 組織変更 現存
     (歯       1)事長　仲野　安治 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 116415,0072,9 はまもと歯科医院 〒656-0015 0799-22-9777濱本　嘉彦 濱本　嘉彦 平26. 2. 1歯   小歯 歯外診療所
     洲本市上加茂１７０－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 116515,0073,7 はこぎ歯科 〒656-0053 0799-22-8101函城　貴仁 函城　貴仁 平26. 6. 1歯   歯外 小歯診療所
     洲本市上物部１丁目７－２５ 常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 116615,0074,5 おがわ歯科クリニック〒656-0051 0799-38-4652小川　大介 小川　大介 平28. 3. 1歯   小歯 歯外診療所
     洲本市物部３－６－１８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 116715,0075,2 うえたに歯科 〒656-0055 0799-24-4618医療法人社団翔愛会　上谷　智哉 平29. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     洲本市大野７３７番地 常　勤:    1理事長　上谷　智哉 組織変更 歯外 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 116815,0076,0 山田歯科医院 〒656-0025 0799-22-1313医療法人社団悠好会　山田　浩基 平29. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     洲本市本町八丁目７番４０号 常　勤:    1理事長　山田　浩基 組織変更 矯歯 現存
     (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 116915,0077,8 洲本まさむねデンタル〒656-0021 0799-38-6270医療法人　鳳珠会　理中塚　生馬 平30. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     クリニック 洲本市塩屋１－１－８イオン洲本常　勤:    1事長　正井　佑典 新規 矯歯 現存
     店２階 (歯       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 117016,0044,6 明石歯科医院 〒656-1511 明石　正幸 明石　正幸 昭49. 7. 1歯   診療所
     淡路市郡家８６－１３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 117116,0047,9 国本歯科医院 〒656-2311 07997-4-2111国本　竝功 国本　竝功 昭53.12. 1歯   診療所
     淡路市久留麻２５０６ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 117216,0048,7 谷上歯科医院 〒656-2131 0799-62-2525谷上　雅美 谷上　義美 昭54. 3. 1歯   診療所
     淡路市志筑１８６５－１ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 117316,0050,3 元津歯科 〒656-1511 07998-5-2000元津　敏文 元津　敏文 昭54.12. 1歯   診療所
     淡路市郡家１８９－３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平27.12. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 117416,0055,2 氷室歯科医院 〒656-2131 07996-2-1938氷室　晴茂 氷室　晴茂 昭57.11. 1歯   診療所
     淡路市志筑１５６２ー８ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24.11. 1
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 117516,0056,0 浜口歯科医院 〒656-2223 濱口　雅明 濱口　雅明 昭58. 2. 1歯   診療所
     淡路市生穂１８２２－９ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 2. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 117616,0057,8 平井歯科医院 〒656-1711 0799-82-0014平井　裕治 平井　裕治 昭60. 5. 1歯   診療所
     淡路市富島１１８５番地 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 117716,0058,6 藤歯科医院 〒656-2401 2-5141 藤　博文 藤　博文 昭60. 6. 1歯   診療所
     淡路市岩屋９２５－７ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 117816,0059,4 柳澤歯科医院 〒656-1342 07993-4-0122柳澤　誠太郎 柳澤　誠太郎 昭60.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     洲本市五色町鳥飼上９８７－２番常　勤:    1 現存
     地 (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 117916,0060,2 中村歯科医院 〒656-1606 0799-84-0410中村　裕要 中村　裕要 昭60.11. 1歯   診療所
     淡路市室津２４４０－２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 118016,0061,0 箱木歯科医院 〒656-1313 南　いずみ 南　いずみ 昭61.10. 1歯   診療所
     洲本市五色町鮎原西１２－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 118116,0062,8 井上歯科医院 〒656-2305 0799-74-4700井上　輝良 井上　輝良 昭62. 4. 1歯   診療所
     淡路市浦９０７－２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 118216,0065,1 粟田歯科医院 〒656-1711 0799-82-2700粟田　明伸 粟田　明伸 昭63. 7. 1歯   診療所
     淡路市富島９４８番地 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24. 7. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 118316,0066,9 亀山歯科医院 〒656-1301 0799-33-0260亀山　正也 亀山　正也 昭64. 1. 1歯   診療所
     洲本市五色町都志２５８－２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 118416,0068,5 楠歯科医院 〒656-2311 0799-74-2029医療法人社団　楠歯科楠　雅博 平 4.11. 1歯   小歯 矯歯診療所
     淡路市久留麻１９６６－４ 常　勤:    1医院　理事長　楠　雅 現存
     (歯       1)博 平28.11. 1
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 118516,0069,3 福富歯科医院 〒656-2131 0799-62-3567医療法人社団　明成会福富　昭伯 平 4.11. 1歯   診療所
     淡路市志筑１６７２ 常　勤:    2　福富歯科医院　理事 現存
     (歯       2)長　福富　健介 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 118616,0070,1 新開歯科医院 〒656-1602 0799-84-2020新開　善章 新開　善章 平 5. 9.15歯   診療所
     淡路市育波２０５－３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 9.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 118716,0071,9 片山歯科医院 〒656-2132 0799-62-2002医療法人社団　豊歯会片山　豊 平 6. 1. 1小歯 歯   診療所
     淡路市志筑新島６－２６ 常　勤:    1　片山歯科医院　理事 現存
     (歯       1)長　片山　豊 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 118816,0072,7 内田歯科医院 〒656-2302 0799-74-2665内田　尚 内田　尚 平 6. 4. 1歯   診療所
     淡路市大磯１５－１９ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 118916,0074,3 粟田歯科医院 〒656-2131 0799-62-5001医療法人社団粟田歯科粟田　隆史 平 6.11. 1歯   矯歯 小歯診療所
     淡路市志筑１５８７－１３ 常　勤:    1医院　理事長　粟田　 現存
     (歯       1)隆史 平24.11. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 119016,0075,0 やすとみ歯科医院 〒656-2131 0799-62-7001安富　豊 安富　豊 平10. 5. 1歯   診療所
     淡路市志筑字柳原１５０７－５ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 119116,0077,6 もりもと歯科医院 〒656-2311 0799-74-0648森本　敬祐 森本　敬祐 平16. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     淡路市久留麻１９０７ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 119216,0078,4 奥井歯科クリニック 〒656-2132 0799-62-6549奥井　卓 奥井　卓 平18. 1. 1歯   小歯 診療所
     淡路市志筑新島１０－５０ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 119316,0079,2 はりき歯科医院 〒656-1521 0799-85-1013張木　宏一 張木　宏一 平20.10. 1歯   診療所
     淡路市多賀８４－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 119417,0026,1 小泉歯科医院 〒656-0428 小泉　勝彦 小泉　勝彦 昭47. 7.22歯   診療所
     南あわじ市榎列掃守３７０ 常　勤:    1 休止
     (歯       1) 平29. 7.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 119517,0027,9 四宮歯科医院 〒656-0502 四宮　賢 四宮　賢 昭49. 2. 1歯   診療所
     南あわじ市福良乙５２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 119617,0031,1 東洋歯科医院 〒656-0501 0799-52-2681遠藤　俊樹 遠藤　俊樹 昭51.11. 1歯   診療所
     南あわじ市福良甲５１６－１６ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 119717,0032,9 糸田歯科医院 〒656-0332 0799-36-2107糸田　英俊 糸田　英俊 昭52.10. 1歯   診療所
     南あわじ市湊５７５－７ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 119817,0034,5 第一天羽歯科医院 〒656-0501 天羽　恒美 天羽　恒美 昭53.12. 1歯   診療所
     南あわじ市福良八反甲５１３－１常　勤:    1 現存
     ８ (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 119917,0035,2 石井歯科医院 〒656-0332 07993-6-2040石井　正美 石井　正美 昭54. 4. 1歯   診療所
     南あわじ市湊２８９ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 120017,0039,4 大栗歯科医院 〒656-0322 07994-6-4874大栗　司 大栗　司 昭59. 4. 1歯   診療所
     南あわじ市志知鈩１１０－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 120117,0040,2 末広歯科医院 〒656-0478 0799-42-0013末広　和彦 末広　和彦 昭61. 4. 1歯   診療所
     南あわじ市市福永５７２－３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 120217,0041,0 後藤歯科医院 〒656-0427 07995-2-2113後藤　俊文 後藤　俊文 昭61. 5. 1歯   診療所
     南あわじ市榎列松田７１０－３９常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 120317,0046,9 佐藤歯科医院 〒656-0462 0799-42-0235佐藤　純 佐藤　純 昭63. 4. 1歯   診療所
     南あわじ市市青木１１６－４ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 120417,0047,7 山本歯科医院 〒656-0304 0799-36-2472山本　伊一郎 山本　伊一郎 平元.12. 1歯   小歯 歯外診療所
     南あわじ市松帆古津路１８１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28.12. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 120517,0048,5 はぎわら歯科 〒656-0521 0799-52-0020萩原　一宏 萩原　一宏 平 2. 5. 1歯   診療所
     南あわじ市潮美台２丁目１１－３常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 120617,0050,1 福原歯科医院 〒656-0341 福原　武博 福原　武博 平 4.11. 1 診療所
     南あわじ市津井２２７７－１６ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 120717,0051,9 西中歯科医院 〒656-0332 0799-36-5582西中　英伸 西中　英伸 平 5. 7. 1一般         3診療所
     南あわじ市湊２７２－１ 常　勤:    1 歯   現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 120817,0052,7 青山歯科医院 〒656-0461 0799-42-6800青山　和弘 青山　和弘 平 6. 1. 1一般         3診療所
     南あわじ市市円行寺５３３－２９常　勤:    1 歯   現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 120917,0053,5 奥田歯科医院 〒656-0121 0799-45-0125医療法人社団奥田歯科奥田　晴己 平 6.11. 1歯   矯歯 診療所
     南あわじ市山添８９ 常　勤:    1医院　理事長　奥田　 現存
     (歯       1)晴己 平24.11. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 121017,0054,3 正木歯科クリニック 〒656-0446 0799-42-5770正木　貴 正木　貴 平 7. 7. 1歯   小歯 診療所
     南あわじ市八木寺内１３１１－２常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 121117,0055,0 せと歯科医院 〒656-0425 0799-42-7002勢戸　英之 勢戸　英之 平 8. 6. 1歯   診療所
     南あわじ市榎列小榎列３７ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 121217,0056,8 さくらぎ歯科医院 〒656-0516 0799-54-0355櫻木　加織 櫻木　加織 平 9.12. 1歯   診療所
     南あわじ市賀集福井２３１－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 121317,0057,6 成島歯科医院 〒656-0502 0799-52-0330成島　いく 成島　いく 平11. 7. 1歯   診療所
     南あわじ市福良乙１１１ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 121417,0061,8 三條天羽歯科 〒656-0475 0799-42-4555天羽　肇 天羽　肇 平17. 5. 1歯   診療所
     南あわじ市市三條１１９５－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 121517,0062,6 かわだ歯科 〒656-0122 0799-44-3303河田　浩幸 河田　浩幸 平18. 5. 1歯   歯外 小歯診療所
     南あわじ市広田広田３６１－４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 121617,0063,4 ふくはら歯科医院 〒656-0122 0799-45-1110福原　陽 福原　陽 平18. 6. 1歯   診療所
     南あわじ市広田広田字広地４６９常　勤:    1 新規 現存
     －８ (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 121717,0064,2 みやもと矯正歯科診療〒656-0462 0799-43-2340宮本　圭介 宮本　圭介 平18.11. 1矯歯 診療所
     所 南あわじ市市青木１０７－１ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 121817,0065,9 ケイ歯科クリニック 〒656-0455 0799-42-6818医療法人社団　ケイ歯佐藤　圭 平19. 4. 1歯   歯外 矯歯診療所
     南あわじ市神代國衙１２７５番地常　勤:    4科クリニック　理事長 組織変更 小歯 現存
     (歯       4)　佐藤　圭 平25. 4. 1
     非常勤:    5
     (歯       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 121917,0066,7 太田歯科・矯正歯科 〒656-0511 0799-52-4182太田　雅之 太田　雅之 平22. 3. 1歯   矯歯 診療所
     南あわじ市賀集八幡南７９－１ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 122017,0067,5 まつおかデンタルクリ〒656-0961 0799-57-0811松岡　幸生 松岡　幸生 平23.11. 1歯   歯外 小歯診療所
     ニック 南あわじ市沼島２４０９番 常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平29.11. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 122117,0068,3 みのる歯科医院 〒656-0471 0799-42-6481島田　実 島田　実 平29. 9.25歯   小歯 診療所
     南あわじ市市十一ケ所１０－４５常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平29. 9.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 122218,0017,8 森脇歯科医院 〒677-0054 0795-3-4119 森脇　繁和 森脇　繁和 昭54.12. 1歯   矯歯 小歯診療所
     西脇市野村町苦木１７９５－２９常　勤:    1 現存
     ７ (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 122318,0020,2 梶本歯科医院 〒677-0015 0795-23-5155梶本　慶之 梶本　慶之 昭56. 8. 1歯   矯歯 小歯診療所
     西脇市西脇９９８番地の４ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 122418,0024,4 廣田歯科医院 〒677-0053 0795-3-6312 廣田　昌稔 廣田　昌稔 昭58.10. 1歯   小歯 診療所
     西脇市和布町字出嶋１７０－６ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28.10. 1
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 122518,0026,9 井上歯科クリニック 〒677-0054 0795-23-3073井上　修一 井上　修一 昭61. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     西脇市野村町４３３－２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 122618,0027,7 吉田歯科医院 〒677-0000 0795-22-3612吉田　光男 吉田　光男 昭62. 1. 1歯   診療所
     西脇市北延町１９５ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 122718,0029,3 福永歯科クリニック 〒677-0015 0795-23-6480福永　昌 福永　昌 平 2. 7. 1歯   診療所
     西脇市西脇４６－７ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 122818,0031,9 徳岡歯科医院 〒677-0052 0795-22-5607徳岡　秀典 徳岡　秀典 平 3. 6. 1歯   診療所
     西脇市和田町５０６－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 122918,0032,7 蓮池歯科医院 〒677-0015 0795-22-2647蓮池　一晃 蓮池　一晃 平 8. 6. 1歯   診療所
     西脇市西脇３２８ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 123018,0034,3 藤本歯科医院 〒677-0024 0795-23-1244藤本　和也 藤本　和也 平10.12. 1歯   矯歯 小歯診療所
     西脇市嶋４６５番地 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 123118,0035,0 村上歯科医院 〒677-0015 0795-22-2401村上　昌央 村上　昌央 平13. 8. 1歯   小歯 診療所
     西脇市西脇４６６ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 123218,0036,8 前田歯科医院 〒677-0017 0795-22-2468前田　一典 前田　一典 平14. 8.25歯   矯歯 診療所
     西脇市小坂町１４６－１ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平26. 8.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 123318,0037,6 藤原歯科医院 〒677-0044 0795-22-2364藤原　一幸 藤原　一幸 平16. 1. 1歯   診療所
     西脇市上野字東谷９２ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 123418,0041,8 アイ歯科 〒677-0017 0795-23-7311医療法人社団アイ歯科岩倉　壽昭 平23. 1. 4歯   矯歯 小歯診療所
     西脇市小坂町１８８番地１ 常　勤:    2　理事長　岩倉　譲 組織変更 歯外 現存
     (歯       2) 平29. 1. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 123518,0042,6 村井歯科医院 〒677-0054 0795-23-1011村井　裕輔 村井　裕輔 平26. 4.22歯   診療所
     西脇市野村町１４４７－１ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平26. 4.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 123618,0043,4 廣田歯科医院 〒679-0316 0795-28-3111廣田　秀逸 廣田　秀逸 平27. 8. 1歯   小歯 歯外診療所
     西脇市黒田庄町大門９番地 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 123718,0044,2 クニヒサデンタルクリ〒677-0016 0795-22-9099村上　国久 村上　国久 平28. 1. 1歯   歯外 矯歯診療所
     ニック 西脇市高田井町１０１１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 123819,0020,0 幸田歯科医院 〒675-1327 幸田　雄策 幸田　雄策 昭53. 8. 1歯   診療所
     小野市市場町字下司８０９－３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 123919,0023,4 森岡歯科医院 〒675-1371 3-5885 森岡　佳樹 森岡　佳樹 昭59.12. 1歯   診療所
     小野市黒川町１２－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 124019,0024,2 北山歯科医院 〒675-1358 6-2586 北山　佳正 北山　佳正 昭60. 4. 1歯   診療所
     小野市栗生町１７３０ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 124119,0025,9 よこた歯科医院 〒675-1324 2-3434 横田　裕一 横田　裕一 昭60. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     小野市育ケ丘町１４７５－６６８常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 124219,0029,1 長井歯科医院 〒675-1327 07946-3-6428長井　豊彦 長井　豊彦 平元. 8. 1歯   小歯 矯歯診療所
     小野市市場町５０１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 124319,0030,9 宮本歯科医院 〒675-1316 0794-62-6711宮本　章人 宮本　章人 平 2. 7. 1歯   診療所
     小野市天神町１０１１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 124419,0031,7 市浦歯科 〒675-1301 07946-7-0038市浦　誠 市浦　誠 平 3. 9. 1歯   診療所
     小野市小田町１７１４－６ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 124519,0033,3 藤原歯科クリニック 〒675-1331 07946-3-1661藤原　市朗 藤原　市朗 平 5. 3. 1歯   診療所
     小野市神明町４２７ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 3. 1
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 124619,0034,1 田中歯科医院 〒675-1334 0794-63-6486田中　奨治 田中　奨治 平 7. 5. 1歯   診療所
     小野市大島町字溝ノ後５６７－１常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 124719,0035,8 中塚歯科医院 〒675-1378 0794-64-2217中塚　周作 中塚　周作 平 9. 8. 1歯   診療所
     小野市王子町５２１－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 124819,0036,6 うとう歯科医院 〒675-1367 0794-63-3667有藤　公夫 有藤　公夫 平 9.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     小野市敷地町１５００－７１ 常　勤:    1 移動 矯歯 現存
     (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 124919,0039,0 くすはら歯科医院 〒675-1371 0794-62-9420楠原　英明 楠原　英明 平12. 7. 1歯   小歯 診療所
     小野市黒川町１７０７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 125019,0040,8 藤本歯科医院 〒675-1364 0794-62-4792藤本　勝利 藤本　勝利 平12. 7. 1歯   診療所
     小野市鹿野町２４０３ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 125119,0041,6 ヒカリクリニック 〒675-1371 0794-64-2321医療法人社団晶光会　寺﨑　髙明 平11.12. 1歯   小歯 歯外診療所
     小野市黒川町１８１１ 常　勤:    1理事長　寺﨑　髙明 組織変更 矯歯 現存
     (歯       1) 平29.12. 1
     非常勤:    9
     (歯       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 125219,0046,5 坪田歯科医院 〒675-1372 0794-63-4777坪田　京子 坪田　京子 平18. 9.26歯   診療所
     小野市本町２８１ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平24. 9.26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 125319,0047,3 福岡歯科 〒675-1331 0794-63-1601福岡　優 福岡　優 平19. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     小野市神明町１８３番地の８ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 125419,0048,1 かみもと歯科小児歯科〒675-1378 0794-64-2281医療法人社団　かみも紙本　敏彦 平19. 6. 1歯   小歯 矯歯診療所
     クリニック 小野市王子町８６８－１小野サテ常　勤:    1と歯科小児歯科クリニ 組織変更 現存
     ィ内 (歯       1)ック　理事長　紙本　 平25. 6. 1
     敏彦
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 125519,0049,9 芝本歯科医院 〒675-1371 0794-63-3600芝本　真和 芝本　真和 平23.10. 1歯   小歯 矯歯診療所
     小野市黒川町４０－４ 常　勤:    2 その他 現存
     (歯       2) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 125619,0050,7 ふくおか歯科クリニッ〒675-1324 0794-63-8282医療法人社団ふくおか福岡　博 平25. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     ク 小野市育ケ丘町１４７４番地の６常　勤:    1歯科クリニック　理事 組織変更 歯外 現存
     ６ (歯       1)長　福岡　博 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 125719,0054,9 柳田矯正歯科かなこ小〒675-1334 0794-88-6716柳田　剛志 柳田　剛志 平28. 5. 1矯歯 小歯 歯  診療所
     児歯科クリニック 小野市大島町４１１－５ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 125819,0055,6 きらら歯科 〒675-1371 0794-63-1818森岡　亮 森岡　亮 平28. 9. 1歯   歯外 小歯診療所
     小野市黒川町１６７９ 常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 125919,0056,4 おうじクローバー歯科〒675-1378 0794-63-9608多鹿　良裕 多鹿　良裕 平28.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     小野市王子町１３３－３ 常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 126019,0058,0 歯科石原医院 〒675-1303 0794-67-0030医療法人社団歯科石原石原　研 平30. 1. 1歯   診療所
     小野市池田町２９３番地の１ 常　勤:    2医院　理事長　石原　 組織変更 現存
     (歯       2)研 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 126119,0059,8 大橋歯科医院 〒675-1378 0794-62-2445医療法人社団さくら会大橋　信元 平30. 2. 1歯   矯歯 小歯診療所
     小野市王子町９３４番地の２ 常　勤:    2　理事長　大橋　信元 組織変更 現存
     (歯       2) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 126220,0089,3 清水歯科医院 〒674-0056 清水　潔 清水　潔 昭47. 2. 1歯   診療所
     明石市大久保山手台３丁目１８ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 126320,0096,8 伊地知歯科医院 〒673-0005 078-928-1919伊地知　忠 伊地知　忠 昭49.10. 1歯   診療所
     明石市小久保２丁目１第１ビル２常　勤:    1 現存
     階 (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 126420,0101,6 渡辺歯科医院 〒674-0081 渡辺　亘 渡辺　亘 昭51. 2. 1歯   診療所
     明石市魚住町錦が丘４丁目１２－常　勤:    1 現存
     ４中井ビル２階 (歯       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 126520,0102,4 喜多歯科医院 〒673-0892 喜多　治郎 喜多　治郎 昭51. 3. 1 診療所
     明石市本町１－１－２６明木ビル常　勤:    1 現存
     ３階 (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 126620,0104,0 ミナト歯科医院 〒673-0005 078-928-0602湊　正一 湊　正一 昭51. 5. 1歯   診療所
     明石市小久保２丁目２－７幹線ビ常　勤:    1 現存
     ル２階 (歯       1) 平30. 5. 1
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 126720,0107,3 宮瀬歯科医院 〒673-0891 宮瀬　俊一 宮瀬　俊一 昭51.11. 1歯   診療所
     明石市大明石町１丁目１３－３６常　勤:    1 現存
     白菊ヒンタービル３階 (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 126820,0112,3 井筒歯科医院 〒673-0891 078-914-1818井筒　豊久 井筒　豊久 昭52. 5. 1歯   診療所
     明石市大明石町１丁目７－４白菊常　勤:    2 現存
     グランドビル３階３０３ (歯       2) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 126920,0113,1 坂根歯科医院 〒673-0017 078-927-2725坂根　三千男 坂根　三千男 昭52. 6. 1歯   診療所
     明石市野々上３丁目１６－３清水常　勤:    1 現存
     ビル２階 (歯       1) 平28. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 127020,0116,4 サトウ歯科医院 〒674-0066 078-936-0217佐藤　正明 佐藤　正明 昭52.10. 1歯   診療所
     明石市大久保町福田１５９－２ 常　勤:    1 休止
     (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 127120,0119,8 七角歯科医院 〒673-0005 078-927-4188七角　好一 七角　好一 昭53. 9. 1歯   診療所
     明石市小久保１丁目５－１ＹＫビ常　勤:    1 現存
     ル (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 127220,0121,4 ヒラサキ歯科 〒673-0881 078-917-1800平崎　治彦 平崎　治彦 昭53.10. 1歯   診療所
     明石市天丈町２丁目１－４ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 127320,0123,0 藤田　徳雄歯科医院 〒674-0092 藤田　徳雄 藤田　徳雄 昭54. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     明石市二見町東二見７４３－２ 常　勤:    1 歯外 現存
     (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 127420,0125,5 木村歯科 〒674-0072 木村　治道 木村　治道 昭55. 5. 1歯   診療所
     明石市魚住町長坂寺４４０－４平常　勤:    1 現存
     野ビル２階 (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 127520,0127,1 吉本歯科医院 〒674-0057 078-935-4667吉本　秀雄 吉本　秀雄 昭55. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     明石市大久保町高丘１－１１－１常　勤:    2 歯外 現存
     ３ (歯       2) 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 127620,0128,9 にしむら歯科医院 〒673-0844 078-913-1700西村　亮介 西村　亮介 昭55. 8. 1歯   診療所
     明石市東野町１１－４７ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 8. 1
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 127720,0132,1 白矢歯科医院 〒673-0877 白矢　泰三 白矢　泰三 昭56. 6. 1歯   診療所
     明石市人丸町４－１３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 127820,0135,4 いけざわ歯科医院 〒674-0092 078-942-8148池澤　雅人 池澤　雅人 昭56. 8. 1歯   診療所
     明石市二見町東二見７９９－２読常　勤:    1 現存
     売日経ビル２階 (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 127920,0137,0 上田歯科医院 〒674-0094 078-942-5588上田　幸作 上田　幸作 昭56.11. 1歯   診療所
     明石市二見町西二見７６７－６７常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 128020,0139,6 米澤小児歯科医院 〒673-0878 078-913-2202米澤　元雄 米澤　元雄 昭57. 4. 1歯   小歯 診療所
     明石市山下町７－２０ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 128120,0143,8 山田歯科医院 〒673-0001 078-927-3780山田　隆造 山田　隆造 昭57. 8. 1歯   矯歯 小歯診療所
     明石市明南町１丁目２－６ 常　勤:    5 現存
     (歯       5) 平24. 8. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 128220,0145,3 芳山歯科 〒673-0891 078-913-6571芳山　昌典 芳山　昌典 昭57.11. 1歯   診療所
     明石市大明石町２丁目５－８シヤ常　勤:    1 現存
     トー明石１階 (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 128320,0146,1 西田歯科医院 〒674-0071 078-947-6888西田　誠 西田　誠 昭57.11. 1歯   診療所
     明石市魚住町金ケ崎１６０８－７常　勤:    1 現存
     ３ (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 128420,0150,3 横山歯科医院 〒674-0064 078-947-2200横山　邦生 横山　邦生 昭58. 6. 1歯   診療所
     明石市大久保町江井島字道下７１常　勤:    2 現存
     ６－１ (歯       2) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 128520,0151,1 神戸医療生活協同組合〒673-0870 078-913-1155神戸医療生活協同組合藤本　貴士 昭58. 6. 1一般         2診療所
     　協同歯科 明石市朝霧南町２丁目１９２－３常　勤:    7　理事長　道上　哲也 歯   矯歯 小歯現存
     (歯       7) 平28. 6. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 128620,0157,8 竹森歯科医院 〒673-0041 078-923-7700竹森　哲司 竹森　哲司 昭59. 5. 1歯   診療所
     明石市西明石南町１丁目１１－２常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 128720,0158,6 辻歯科医院 〒673-0002 078-928-1181辻　喜之 辻　喜之 昭59. 5. 1歯   診療所
     明石市旭が丘２１－１７井上ビル常　勤:    1 現存
     ２階２０１号 (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 128820,0163,6 丹家歯科医院 〒673-0892 丹家　成仁 丹家　成仁 昭60. 4. 1歯   診療所
     明石市本町２丁目５－３０ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 128920,0167,7 添田歯科医院 〒673-0892 添田　宏二 添田　宏二 昭60. 7. 1歯   診療所
     明石市本町２丁目５－２１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 129020,0171,9 米沢歯科医院 〒673-0846 078-913-6388米沢　寿人 米沢　寿人 昭61. 3. 1歯   診療所
     明石市上ノ丸２丁目１－２６ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 129120,0178,4 長谷川矯正歯科 〒673-0884 078-912-1182長谷川　信也 長谷川　信也 昭62. 4. 1歯   矯歯 診療所
     明石市鍛冶屋町３－１８ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 129220,0180,0 原歯科 〒674-0092 078-942-8241原　淳一朗 原　淳一朗 昭62.10. 1歯   小歯 矯歯診療所
     明石市二見町東二見８９１－１ 常　勤:    3 現存
     (歯       3) 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 129320,0181,8 井上歯科医院 〒674-0092 078-944-0488井上　亨 井上　亨 昭62.12. 1歯   診療所
     明石市二見町東二見１１４８－１常　勤:    1 現存
     ８ (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 129420,0184,2 堀歯科医院 〒673-0866 078-912-8833田中　雅子 田中　雅子 昭63. 8. 1歯   診療所
     明石市朝霧町１丁目３８－４ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 129520,0185,9 秋山小児矯正歯科医院〒674-0081 078-947-3370秋山　育也 秋山　育也 平元. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     明石市魚住町錦ケ丘１丁目２－３常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平28. 7. 1
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 129620,0187,5 いば歯科 〒674-0051 078-936-2885揖場　克次 揖場　克次 平元.11. 1 診療所
     明石市大久保町大窪２６０３－３常　勤:    1 現存
     ８８ (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 129720,0188,3 木村歯科医院 〒674-0067 078-242-3020木村　洋介 木村　洋介 平元.12. 1 診療所
     明石市大久保町大久保町字寺の丘常　勤:    1 現存
     ２９３－３ (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 129820,0191,7 栗岡歯科医院 〒674-0065 078-947-5278医療法人社団　栗歯会栗岡　一人 平 2. 2. 1歯   歯外 診療所
     明石市大久保町西島６２３－４ 常　勤:    1　理事長　栗岡　一人 現存
     (歯       1) 平29. 2. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 129920,0192,5 羽原歯科医院 〒674-0094 078-942-3112羽原　紹夫 羽原　紹夫 平 2. 3. 1歯   診療所
     明石市二見町西二見２０１４－１常　勤:    1 現存
     ５土山スカイハイツＢ－１０１ (歯       1) 平29. 3. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 130020,0193,3 柏木歯科医院 〒674-0074 078-942-2213医療法人社団柏木歯科柏木　泰彦 平 2. 8. 1歯   診療所
     明石市魚住町清水２３７３－４ 常　勤:    1医院　理事長　柏木　 現存
     (歯       1)泰彦 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 130120,0195,8 西海歯科クリニック 〒674-0083 078-947-8111西海　武志 西海　武志 平 2.11. 1歯   診療所
     明石市魚住町住吉２－１３－１３常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 130220,0196,6 さいとう歯科医院 〒674-0074 078-943-8866斉藤　雅也 斉藤　雅也 平 2. 9. 1歯   診療所
     明石市魚住町清水２１８０－５ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 130320,0199,0 タナカ歯科医院 〒673-0882 078-914-1147田中　勇人 田中　勇人 平 3. 5. 1歯   診療所
     明石市相生町２－２－１８末定ビ常　勤:    1 現存
     ル２階 (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 130420,0201,4 川畑歯科医院 〒673-0025 078-923-9786医療法人社団川畑歯科川畑　謙二 平 3. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     明石市田町１丁目９－３０ 常　勤:    2医院　理事長　川畑　 歯外 現存
     (歯       2)博史 平30. 5. 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   132 頁

 130520,0202,2 明石市立休日歯科急病〒673-0037 078-918-5664明石市長　泉　房穂 井上　光秀 平 3. 7. 1歯   他   診療所
     センター兼障害者等歯明石市貴崎１丁目５－１３総合福常　勤:    3 現存
     科診療所 祉センター２階 (歯       3) 平24. 7. 1
     非常勤:   26
     (歯      26)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 130620,0203,0 中野歯科医院 〒673-0844 078-914-2161中野　光偉 中野　光偉 平 3. 8. 1歯   診療所
     明石市東野町１９１０－６ビアン常　勤:    1 現存
     コ・ディモーラ１階 (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 130720,0207,1 青山歯科クリニック 〒673-0005 078-922-3522青山　正幸 青山　正幸 平 4. 4. 1歯   診療所
     明石市小久保３丁目１８番地の１常　勤:    1 現存
     ハーモニーハイツ１０３ (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 130820,0209,7 國賀歯科医院 〒673-0892 078-911-7766國賀　就一郎 國賀　就一郎 平 4. 6. 1歯   歯外 矯歯診療所
     明石市本町１丁目３－１１コンポ常　勤:    2 現存
     ーズビル４階 (歯       2) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 130920,0212,1 森歯科医院 〒673-0891 078-911-2319森　祐俊 森　祐俊 平 4.12. 1一般    診療所
     明石市大明石町１丁目９－２４ 常　勤:    2 歯   現存
     (歯       2) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 131020,0215,4 小西歯科医院 〒674-0074 078-943-9184小西　渡 小西　渡 平 5. 4. 1歯   診療所
     明石市魚住町清水２２９１－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 131120,0217,0 佐藤歯科医院 〒674-0058 078-936-0217佐藤　秀明 佐藤　秀明 平 5. 4. 1歯   診療所
     明石市大久保町駅前２丁目２番地常　勤:    2 現存
     の２２ (歯       2) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 131220,0224,6 竹内歯科医院 〒673-0841 078-917-4778竹内　辰夫 竹内　辰夫 平 6. 7. 1一般         3診療所
     明石市太寺天王町２７８５－１ 常　勤:    1 歯   現存
     (歯       1) 平24. 7. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 131320,0225,3 藤川歯科医院 〒674-0094 078-944-3844藤川　純一 藤川　純一 平 6. 8. 1歯   診療所
     明石市二見町西二見８９－７兵庫常　勤:    1 現存
     二見ビル２階２０２－１ (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 131420,0227,9 平井歯科医院 〒673-0023 078-925-2233平井　仁章 平井　仁章 平 7. 1. 1歯   診療所
     明石市西新町１－２０－２６リエ常　勤:    1 現存
     ス明石１Ｆ (歯       1) 平28. 1. 1
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 131520,0228,7 田川歯科医院 〒674-0083 078-946-0770田川　浩三 田川　浩三 平 7. 3. 1歯   診療所
     明石市魚住町住吉２－２９－８ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 131620,0229,5 田口歯科医院 〒674-0051 078-934-2890田口　雅浩 田口　雅浩 平 7. 4. 1歯   診療所
     明石市大久保町大窪１９２１－１常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 131720,0234,5 河本歯科医院 〒673-0017 078-927-8346医療法人社団　河本歯河本　洸元 平 7. 9. 1歯   診療所
     明石市野々上２丁目１１－１ 常　勤:    1科医院　理事長　河本 現存
     (歯       1)　洸元 平28. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 131820,0235,2 長谷川歯科診療所 〒673-0041 078-923-6762長谷川　大輔 長谷川　大輔 平 8. 1. 9歯   診療所
     明石市西明石南町２丁目７－２０常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 1. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 131920,0236,0 医療法人社団　徳田歯〒674-0058 078-936-6540医療法人社団　徳田歯徳田　好一 平 8. 4. 1歯   診療所
     科医院 明石市大久保町駅前１丁目１０番常　勤:    1科医院　理事長　徳田 現存
     地の２３住野ファーストビル２Ｆ(歯       1)　好一 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 132020,0237,8 松賀歯科 〒674-0051 078-936-4182松賀　正考 松賀　正考 平 8. 7. 1歯   矯歯 診療所
     明石市大久保町大窪２６０３－４常　勤:    2 現存
     ５１ (歯       2) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 132120,0238,6 やすだ歯科医院 〒673-0852 078-913-1313医療法人社団やすだ歯安田　尚雄 平 8. 8. 1歯   診療所
     明石市朝霧台１１６２－７ 常　勤:    1科医院　理事長　安田 現存
     (歯       1)　尚雄 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 132220,0239,4 なかお歯科医院 〒674-0094 078-942-6488医療法人社団なかお歯中尾　佳展 平 8. 8. 1歯   診療所
     明石市二見町西二見字東山ノ上１常　勤:    1科医院　理事長　中尾 現存
     ２７－５ (歯       1)　佳展 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 132320,0242,8 守内歯科医院 〒673-0845 078-911-5596守内　庸介 守内　庸介 平 9. 1. 1歯   診療所
     明石市太寺３丁目３－３２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 132420,0243,6 山川歯科医院 〒674-0065 078-947-5151山川　達也 山川　達也 平 9. 3. 1歯   小歯 診療所
     明石市大久保町西島８２０－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 132520,0244,4 いとう歯科 〒673-0042 078-926-3000伊藤　達也 伊藤　達也 平 9. 5. 1歯   歯外 診療所
     明石市東藤江１丁目１５－３５ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 132620,0245,1 ひめの歯科医院 〒673-0866 078-917-0118医療法人社団姫野歯科姫野　俊昭 平 9. 5. 1歯   診療所
     明石市朝霧町３丁目１５－１２ 常　勤:    2医院　理事長　姫野　 現存
     (歯       2)俊昭 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 132720,0246,9 すあみ歯科医院 〒673-0870 078-914-4301須網　一博 須網　一博 平 9. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     明石市朝霧南町１丁目１６５番地常　勤:    1 現存
     の５ (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 132820,0247,7 尾西歯科医院 〒674-0058 078-935-2771尾西　政勝 尾西　政勝 平 9. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     明石市大久保町駅前２丁目２番地常　勤:    1 新規 現存
     の４セラヴィ２０３ (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 132920,0248,5 さか歯科医院 〒674-0057 078-938-2000坂　匤生 坂　匤生 平 9.10. 1歯   小歯 診療所
     明石市大久保町高丘５－６－１４常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 133020,0251,9 まの歯科クリニック 〒673-0005 078-922-4618真野　仁孝 真野　仁孝 平 9.11. 1歯   小歯 診療所
     明石市小久保１丁目９－６レジデ常　勤:    1 新規 現存
     ンス２番館１Ｆ (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 133120,0252,7 竹内こども歯科クリニ〒674-0058 078-934-8655竹内　幸雄 竹内　幸雄 平 9.12. 1歯   小歯 歯外診療所
     ック 明石市大久保町駅前１－１３－２常　勤:    3 新規 現存
     ８小川ビル３Ｆ (歯       3) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 133220,0253,5 八木歯科医院 〒674-0058 078-935-8118八木　裕 八木　裕 平 9.11.25歯   小歯 診療所
     明石市大久保町駅前２丁目５番地常　勤:    1 移動 現存
     の２ウィステリア弐番館１０２号(歯       1) 平27.11.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 133320,0255,0 中川歯科医院 〒673-0028 078-926-5656中川　博喜 中川　博喜 平10. 5. 1歯   小歯 診療所
     明石市硯町２丁目２－２３ディ・常　勤:    1 新規 現存
     マーレ辻本３階 (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 133420,0257,6 清水歯科医院 〒674-0074 078-941-5155医療法人社団　清水歯清水　博 平10. 6. 1歯   小歯 診療所
     明石市魚住町清水１１９－６３ 常　勤:    1科医院　理事長　清水 組織変更 現存
     (歯       1)　博 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 133520,0258,4 もりもと歯科 〒673-0003 078-926-5481森本　達郎 森本　達郎 平10. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     明石市鳥羽１５３６－２－２０１常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28. 7. 1
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 133620,0263,4 めいかい歯科クリニッ〒673-0044 078-921-8888小河　宏行 小河　宏行 平11.10. 1歯   小歯 診療所
     ク 明石市藤江２１２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 133720,0264,2 ながた歯科クリニック〒674-0067 078-938-6444永田　好治 永田　好治 平11.10. 1歯   小歯 診療所
     明石市大久保町駅前１－１１－４常　勤:    1 新規 現存
     ＫＭビル２Ｆ (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 133820,0265,9 中島歯科医院 〒674-0054 078-938-6901中島　英行 中島　英行 平12. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     明石市大久保町西脇１４５－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 133920,0266,7 緒方歯科 〒673-0033 078-925-3337緒方　貴美博 緒方　貴美博 平12. 2. 1歯   矯歯 歯外診療所
     明石市林崎町１丁目１－２８ 常　勤:    1 新規 小歯 現存
     (歯       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 134020,0267,5 はまな歯科医院 〒673-0016 078-922-8148濱名　克幸 濱名　克幸 平12.12. 1歯   小歯 診療所
     明石市松の内２丁目１－６コーポ常　勤:    1 新規 現存
     山口 (歯       1) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 134120,0269,1 たむら歯科クリニック〒673-0017 078-921-2111田村　秀俊 田村　秀俊 平13.11. 1歯   小歯 矯歯診療所
     明石市野々上３丁目１３－８メイ常　勤:    2 新規 現存
     カビル２０３ (歯       2) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 134220,0270,9 小林歯科 〒673-0005 078-922-5700小林　総一郎 小林　総一郎 平14. 5. 1歯   小歯 診療所
     明石市小久保２丁目１３－６ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 134320,0273,3 石川歯科医院 〒674-0058 078-935-6565石川　茂樹 石川　茂樹 平15. 1. 1歯   診療所
     明石市大久保町駅前１丁目９番地常　勤:    1 交代 現存
     の２ (歯       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 134420,0274,1 藤田歯科医院 〒674-0092 078-942-0482医療法人社団　 田歯藤田　恭平 平15. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     明石市二見町東二見１３３１－７常　勤:    2科医院　理事長　藤田 組織変更 歯外 現存
     (歯       2)　恭平 平27. 1. 1小児矯正歯科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 134520,0276,6 若林歯科医院 〒673-0017 078-925-1841若林　宏明 若林　宏明 平15. 4. 1歯   診療所
     明石市野々上１丁目１２－１９ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 134620,0277,4 安原歯科医院 〒673-0033 078-926-3511医療法人社団瑞歯会　安原　豊人 平15. 5. 1歯   歯外 小歯診療所
     明石市林崎町２丁目１番１０号 常　勤:    4理事長　安原　豊人 組織変更 矯歯 現存
     (歯       4) 平27. 5. 1
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 134720,0278,2 まさい歯科クリニック〒673-0012 078-926-1377正井　元 正井　元 平15. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     明石市和坂２丁目１４番５０号サ常　勤:    2 新規 現存
     ンローレル和坂１階 (歯       2) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 134820,0279,0 久保歯科医院 〒673-0886 078-911-8148久保　晋一 久保　晋一 平15.10. 1歯   小歯 診療所
     明石市東仲ノ町２－９Ｒ２フラッ常　勤:    1 新規 現存
     ト久保２階 (歯       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 134920,0281,6 野島歯科医院 〒674-0068 078-935-4018野島　喜文 野島　喜文 平16. 4. 1歯   診療所
     明石市大久保町ゆりのき通２丁目常　勤:    1 移動 現存
     ２－５ (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 135020,0282,4 はるき小児・矯正・歯〒674-0068 078-938-0555医療法人社団はるき小春木　 伸 平16. 5. 1歯   矯歯 歯外診療所
     科 明石市大久保町ゆりの木通１丁目常　勤:    3児・矯正・歯科　理事 組織変更 小歯 現存
     ４番地の２　４－１０２号 (歯       3)長　春木　 伸 平28. 5. 1
     非常勤:    5
     (歯       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 135120,0286,5 かしわぎ歯科医院 〒673-0023 078-922-6462柏木　善彦 柏木　善彦 平16.10. 1歯   歯外 小歯診療所
     明石市西新町３丁目３番１号 常　勤:    1 移動 矯歯 現存
     (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 135220,0287,3 すぎお歯科医院 〒674-0081 078-947-7288杉尾　芳朗 杉尾　芳朗 平16.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     明石市魚住町錦が丘４丁目１－１常　勤:    1 移動 現存
     ０－１０１Ａ (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 135320,0288,1 安藤歯科医院 〒674-0069 078-934-6001安藤　雅文 安藤　雅文 平17. 1. 1歯   小歯 診療所
     明石市大久保町わかば６－７ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 135420,0289,9 まさい歯科医院 〒673-0898 078-911-2752正井　達 正井　達 平17. 1. 1歯   小歯 診療所
     明石市樽屋町４－１８ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 135520,0291,5 井筒歯科クリニック 〒673-0891 078-918-2511井筒　大輔 井筒　大輔 平17. 3. 1歯   小歯 矯歯診療所
     明石市大明石町一丁目４番２０号常　勤:    2 新規 歯外 現存
     ピオレ明石南館２Ｆ (歯       2) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 135620,0292,3 萬谷歯科医院 〒674-0064 078-946-0153萬谷　幸生 萬谷　幸生 平17. 2.19歯   矯歯 小歯診療所
     明石市大久保町江井島７６２－１常　勤:    2 交代 歯外 現存
     (歯       2) 平29. 2.19
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 135720,0294,9 藤波歯科医院 〒673-0886 078-918-2712藤波　徹 藤波　徹 平17. 7. 1歯   診療所
     明石市東仲ノ町３番２５－２０５常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 135820,0296,4 二見歯科クリニック 〒674-0094 078-942-5050藤田　哲男 藤田　哲男 平17.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     明石市二見町西二見４４－１１ 常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 135920,0298,0 なかむらデンタルケア〒673-0886 078-913-4182中村　昌幸 中村　昌幸 平18.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     クリニック 明石市東仲ノ町１１－３０ＫＴＳ常　勤:    2 交代 現存
     ビル４Ｆ (歯       2) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 136020,0299,8 きょうこ歯科クリニッ〒673-0033 078-922-3366井手野　恭子 井手野　恭子 平18.11. 1歯   診療所
     ク 明石市林崎町３丁目５２８－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 136120,0302,0 中井歯科医院 〒673-0023 078-922-2960中井　章乃 中井　章乃 平18.12. 1歯   診療所
     明石市西新町３－１１－１５ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 136220,0303,8 コイケ歯科医院 〒673-0866 078-914-0121医療法人社団コイケ歯小池　健夫 平19. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     明石市朝霧町３丁目９番２号 常　勤:    2科医院　理事長　小池 組織変更 現存
     (歯       2)　健夫 平25. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 136320,0304,6 アイデンタルクリニッ〒673-0013 078-928-4118中尾　 一 中尾　 一 平19. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 明石市和坂稲荷町４３－１ 常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 136420,0306,1 樫林歯科 〒673-0869 078-911-5597医療法人社団　樫林歯樫林　義雄 平19. 9. 1歯   診療所
     明石市朝霧南町３丁目１３番１２常　勤:    2科　理事長　樫林　義 移動 現存
     号 (歯       2)雄 平25. 9. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 136520,0309,5 いづつ歯科 〒673-0041 078-928-0308井筒　正嚴 井筒　正嚴 平20. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     明石市西明石南町３－３－３０西常　勤:    2 新規 歯外 現存
     明石ＮＫビル３Ｆ (歯       2) 平26. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 136620,0311,1 カノミ歯科医院 〒673-0878 078-917-5289嘉ノ海　丈久 嘉ノ海　丈久 平21. 1. 1歯   診療所
     明石市山下町５番２９号 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 136720,0312,9 北町グリーン歯科 〒673-0018 078-922-5252安部　方康 安部　方康 平21. 2. 1歯   小歯 矯歯診療所
     明石市西明石北町１－３－２０エ常　勤:    1 交代 現存
     ルコーポ８８　１Ｆ (歯       1) 平27. 2. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 136820,0313,7 たきむら歯科クリニッ〒673-0003 078-927-0551瀧村　武彦 瀧村　武彦 平21. 4. 1歯   歯外 小歯診療所
     ク 明石市鳥羽１５５７番地 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 136920,0314,5 かつせ歯科クリニック〒674-0071 078-938-0648医療法人社団勝徳会　勝瀨　充啓 平21. 5. 1歯   小歯 診療所
     明石市魚住町金ケ崎６３番地の１常　勤:    1理事長　勝瀨　充啓 組織変更 現存
     イオン大久保西ショツピングセン(歯       1) 平27. 5. 1
     ター１Ｆ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 137020,0315,2 たてや歯科クリニック〒673-0045 078-920-8852楯谷　大作 楯谷　大作 平21. 6. 1歯   小歯 診療所
     明石市藤江若林１０５４－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 137120,0316,0 フジタ歯科 〒673-0044 078-923-8220藤田　耕治 藤田　耕治 平21. 6. 1歯   診療所
     明石市藤江１４９３－１ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 137220,0317,8 医療法人たんぽぽ会　〒674-0081 078-946-6432医療法人たんぽぽ会　下條　智弘 平21. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     うおずみモール歯科 明石市魚住町錦が丘４丁目３番地常　勤:    4理事長　大嶋　俊一 組織変更 矯歯 現存
     １魚住モール１０４号 (歯       4) 平27. 7. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 137320,0318,6 ふくだ歯科医院 〒674-0095 078-941-7144福田　全孝 福田　全孝 平21. 9. 1歯   歯外 小歯診療所
     明石市二見町西二見駅前二丁目５常　勤:    1 新規 現存
     ０番２ (歯       1) 平27. 9. 1
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 137420,0319,4 岡歯科医院 〒673-0023 078-922-4677岡　秀俊 岡　秀俊 平21.10. 1歯   診療所
     明石市西新町２丁目３－４ベルク常　勤:    1 移動 現存
     ビル４階 (歯       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 137520,0321,0 太田歯科医院 〒674-0092 078-944-1605太田　道明 太田　道明 平22. 2. 1歯   診療所
     明石市二見町東二見４０９－１０常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 137620,0322,8 アップル歯科クリニッ〒674-0057 078-935-4182医療法人社団アップル吉見　哲朗 平22. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ク 明石市大久保町高丘３丁目３番１常　勤:    6歯科クリニック　理事 組織変更 歯外 現存
     号 (歯       6)長　吉見　哲朗 平28. 5. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 137720,0323,6 あかし友愛歯科 〒674-0083 078-944-0077尾島　泰公 尾島　泰公 平22. 6. 1歯   小歯 矯歯診療所
     明石市魚住町住吉４丁目４番１ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 137820,0326,9 大久保ゆりのき歯科ク〒674-0068 078-936-8877狹山　充 狹山　充 平23. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     リニック 明石市大久保町ゆりのき通１－３常　勤:    1 新規 現存
     －１ビエラ大久保２Ｆ (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 137920,0327,7 福水歯科 〒673-0023 078-921-0123福水　秀樹 福水　秀樹 平23. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     明石市西新町２－１５－８　福水常　勤:    1 移動 現存
     ビル１階 (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 138020,0328,5 武藤歯科醫院 〒673-0891 078-917-5165武藤　暢之 武藤　暢之 平23. 7. 1歯   診療所
     明石市大明石町１－７－２７東急常　勤:    1 新規 現存
     ドエルアルス明石エスタシア１０(歯       1) 平29. 7. 1
     １
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 138120,0329,3 美田歯科医院 〒673-0884 078-911-3662美田　佳壽彦 美田　佳壽彦 平23. 6. 1歯   診療所
     明石市鍛治屋町４－１９薮田ビル常　勤:    1 その他 現存
     ２階 (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 138220,0332,7 田中ひでゆき歯科医院〒673-0891 078-914-8469田中　秀幸 田中　秀幸 平24. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     明石市大明石町１丁目１１番８号常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 138320,0333,5 田村歯科医院 〒673-0005 078-928-1321田村　達二郎 田村　達二郎 平24. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     明石市小久保２丁目４－１石田ビ常　勤:    2 交代 現存
     ル２Ｆ (歯       2) 平30. 5. 1
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 138420,0334,3 かみさか歯科医院 〒673-0041 078-922-5783神坂　学 神坂　学 平24.10. 1歯   小歯 矯歯診療所
     明石市西明石南町１－９－１８ 常　勤:    2 交代 歯外 現存
     (歯       2) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 138520,0335,0 守内歯科医院 〒673-0862 078-912-2208守内　伸行 守内　伸行 平25. 3. 1歯   診療所
     明石市松が丘２－３－３コムボッ常　勤:    1 移動 現存
     クス明舞３Ｆ (歯       1) 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 138620,0337,6 向井歯科クリニック 〒673-0892 078-918-0085向井　千久 向井　千久 平25.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     明石市本町１丁目１番３２号　明常　勤:    1 新規 現存
     石商工会館ビル４階 (歯       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 138720,0338,4 正井歯科医院 〒674-0082 078-947-6480正井　智之 正井　智之 平26. 5. 1歯   歯外 小歯診療所
     明石市魚住町中尾１５０番－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 138820,0339,2 のみやま歯科 〒674-0066 078-201-2670野見山　未来友 野見山　未来友 平26. 8. 1歯   歯外 診療所
     明石市大久保町福田８５－１サン常　勤:    1 新規 現存
     ブランシェ１０２号 (歯       1) 平26. 8. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 138920,0341,8 はすいけ歯科医院 〒674-0094 078-941-5018蓮池　靖明 蓮池　靖明 平26. 9. 1歯   小歯 診療所
     明石市二見町西二見１５７－５ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 139020,0342,6 くろだ歯科 〒673-0023 078-923-5611黒田　知英 黒田　知英 平26.11. 1歯   小歯 診療所
     明石市西新町２丁目４－１６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 139120,0343,4 さくら歯科医院 〒674-0059 078-915-7820櫻井　裕一郎 櫻井　裕一郎 平27. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     明石市大久保町茜２－１３－１８常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 139220,0344,2 津川歯科診療所 〒674-0051 078-938-1022医療法人社団　津川歯津川　剛 平27. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     明石市大久保町大窪９４５番地の常　勤:    6科診療所　理事長　津 組織変更 現存
     １ (歯       6)川　剛 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 139320,0345,9 ひがしだ歯科クリニッ〒674-0064 078-995-5590東田　一仁 東田　一仁 平27. 7. 1歯   小歯 診療所
     ク 明石市大久保町江井島９１６－１常　勤:    1 新規 現存
     ５－Ｂ (歯       1) 平27. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
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 139420,0346,7 なごみ歯科クリニック〒674-0095 078-939-3737上野　紀幸 上野　紀幸 平27.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     明石市二見町西二見駅前４丁目－常　勤:    1 新規 歯外 現存
     ２０ (歯       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 139520,0347,5 ゆたに歯科クリニック〒673-0016 078-927-1565医療法人愛進会　理事足立　邦彦 平28. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     明石市松の内二丁目７番地３ 常　勤:    5長　油谷　征彦 組織変更 歯外 現存
     (歯       5) 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 139620,0349,1 ハローこどもファミリ〒674-0065 078-946-8333医療法人社団ＦＡＮＴ岨　卓与 平28. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     ー歯科 明石市大久保町西島８１３番地の常　勤:    1ＡＳＩＡ　理事長　岨 組織変更 矯歯 現存
     １ (歯       1)　卓与 平28. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 139720,0350,9 医療法人　リオナ　倉〒673-0876 078-917-3009医療法人　リオナ　理倉橋　務 平28. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     橋歯科医院 明石市東人丸町３４－１ 常　勤:    4事長　倉橋　務 組織変更 現存
     (歯       4) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 139820,0351,7 医療法人　健和会　健〒674-0068 078-939-5601医療法人　健和会　理鈴木　万里子 平28. 8. 1歯   診療所
     和明石歯科クリニック明石市大久保町ゆりのき通１丁目常　勤:    1事長　武安　彰子 新規 現存
     ４番地の１チャーム明石大久保駅(歯       1) 平28. 8. 1
     前 非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 139920,0352,5 みなとデンタルクリニ〒673-0891 078-915-0063室津　博之 室津　博之 平28. 8. 1歯   小歯 歯外診療所
     ック 明石市大明石町２－３－２２三伸常　勤:    1 新規 現存
     ビル１階 (歯       1) 平28. 8. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 140020,0353,3 下間矯正歯科クリニッ〒673-0016 078-927-0333下間　美沙 下間　美沙 平28. 9. 1矯歯 診療所
     ク 明石市松の内２－５－２松の内ビ常　勤:    2 新規 現存
     ル３Ｆ (歯       2) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 140120,0354,1 医療法人社団川畑歯科〒673-0891 078-915-2525医療法人社団川畑歯科川畑　喜矢 平28.12. 1歯   歯外 小歯診療所
     医院　明石駅前歯科ク明石市大明石町１丁目６番１号パ常　勤:    1医院　理事長　川畑　 新規 現存
     リニック ピオスあかし３階 (歯       1)博史 平28.12. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 140220,0355,8 大矢矯正歯科医院　明〒673-0891 078-919-4187医療法人社団　大矢矯大矢　伸治 平29. 3. 1矯歯 診療所
     石駅前院 明石市大明石町一丁目６番１号３常　勤:    1正歯科医院　理事長　 新規 現存
     階３１１０区画 (歯       1)大矢　伸治 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 140320,0356,6 おかもと歯科クリニッ〒674-0068 078-937-0648岡本　匡史 岡本　匡史 平29. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 明石市大久保町ゆりのき通２－２常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     －１ＡＫＡＳＡＫＡ　ＨＩＬＬＳ(歯       1) 平29. 4. 1
     　３０２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 140420,0357,4 ひいらぎ矯正歯科 〒674-0058 078-936-3330堀畑　篤史 堀畑　篤史 平29. 4. 1矯歯 歯   診療所
     明石市大久保町駅前１丁目１０－常　勤:    1 新規 現存
     １７西海ビル１階西 (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 140520,0358,2 あきやま歯科クリニッ〒674-0081 078-947-8800秋山　廣輔 秋山　廣輔 平29. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 明石市魚住町錦ヶ丘１－２－４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 140620,0359,0 めばえ歯科クリニック〒673-0041 078-927-4618医療法人社団ゆめの会大島　健生 平29. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     明石市西明石南町２丁目１３番９常　勤:    1　理事長　大島　健生 組織変更 矯歯 現存
     号ナルミビル１階 (歯       1) 平29. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 140720,0360,8 兼本歯科医院 〒674-0074 078-943-1182丸山　真理子 丸山　真理子 平29. 8. 4歯   診療所
     明石市魚住町清水２２４２－７ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平29. 8. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 140820,0361,6 三木歯科医院 〒673-0005 078-927-5027三木　直樹 三木　直樹 平29.10. 1歯   歯外 小歯診療所
     明石市小久保５－１７－２ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 140920,0362,4 きのこ歯科こども歯科〒674-0067 078-936-4618橋井　公三郎 橋井　公三郎 平29.11. 1歯   小歯 診療所
     明石市大久保町大久保町４５０－常　勤:    2 新規 現存
     １ (歯       2) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 141020,0363,2 明石桜町柏木歯科医院〒673-0885 078-912-7658草田　陽子 草田　陽子 平29.10. 4歯   診療所
     明石市桜町１４－１９ＫＵＫＩビ常　勤:    2 その他 現存
     ル３階 (歯       2) 平29.10. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 141120,0364,0 にしあかし歯科 〒673-0005 078-925-3333医療法人社団ＫＵＤ　池添　俊英 平30. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     明石市小久保二丁目６番地８ 常　勤:    3理事長　池添　俊英 組織変更 矯歯 現存
     (歯       3) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 141220,0365,7 Ｔ’ｓ歯科クリニック〒674-0095 078-941-0118宮下　祐治 宮下　祐治 平30. 4. 1歯   小歯 診療所
     明石市二見町西二見駅前１丁目１常　勤:    1 その他 現存
     ８番地イトーヨーカドー明石店３(歯       1) 平30. 4. 1
     階 非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 141320,0366,5 大久保南歯科クリニッ〒674-0068 078-935-4618當山　茂 當山　茂 平30. 5. 1歯   歯外 小歯診療所
     ク 明石市大久保町ゆりのき通２－２常　勤:    1 新規 現存
     －４イヌイビル３０１ (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 141421,0045,3 矢野歯科医院 〒676-0016 079-442-0431矢野　丘人 矢野　丘人 昭55. 1. 1歯   診療所
     高砂市荒井町扇町１－２３ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 141521,0047,9 吉田歯科医院 〒676-0016 吉田　温 吉田　温 昭55. 4. 1歯   診療所
     高砂市荒井町扇町１４－１３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 141621,0055,2 西本歯科医院 〒676-0077 7-1180 西本　親弘 西本　親弘 昭59.11. 1歯   診療所
     高砂市松陽１－５０－２０ノノム常　勤:    1 現存
     ラビル２Ｆ (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 141721,0057,8 佐野歯科医院 〒676-0082 0794-48-3311佐野　敏晴 佐野　敏晴 昭60. 5. 1歯   診療所
     高砂市曽根町２３８６－３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 141821,0058,6 岩本歯科 〒676-0022 079-442-8888岩本　宏 岩本　宏 昭60. 6. 1歯   診療所
     高砂市高砂町浜田町２－７－１３常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 141921,0059,4 村上歯科医院 〒676-0814 07944-7-6488村上　則宏 村上　則宏 昭61. 5. 1歯   診療所
     高砂市春日野町４－２６ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 142021,0060,2 いわた歯科医院 〒676-0805 0794-32-3586岩田　徹 岩田　徹 昭62. 5. 1歯   診療所
     高砂市米田町米田６０－３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 142121,0061,0 坂谷歯科医院 〒676-0812 47-2804 坂谷　俊彦 坂谷　俊彦 昭63. 3. 1歯   診療所
     高砂市中筋１－８－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 142221,0064,4 尾上歯科医院 〒676-0815 0794-48-0045尾上　喜秀 尾上　喜秀 昭64. 1. 1歯   診療所
     高砂市阿弥陀１－７－４ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 142321,0066,9 藤井歯科医院 〒676-0808 0794-31-2233医療法人社団　藤井歯藤井　孝典 平 2. 5. 1歯   診療所
     高砂市神爪１ー６ー５ 常　勤:    5科医院　理事長　藤井 現存
     (歯       5)　孝典 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 142421,0067,7 山本歯科医院 〒676-0806 0794-31-1161医療法人社団　山本歯山本　剛義 平 2. 5. 1歯   小歯 診療所
     高砂市米田町塩市１３－５ 常　勤:    1科医院　理事長　山本 現存
     (歯       1)　剛義 平29. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 142521,0069,3 鹿間歯科医院 〒676-0082 0794-48-5353鹿間　敏久 鹿間　敏久 平 2. 9. 1歯   診療所
     高砂市曽根町２５４８－５ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 142621,0072,7 佐野栄作歯科医院 〒676-0824 0794-47-0808佐野　栄作 佐野　栄作 平 4. 7. 1歯   診療所
     高砂市阿弥陀町南池字村北３１７常　勤:    1 現存
     －２ (歯       1) 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 142721,0073,5 あさだ歯科医院 〒676-0808 0794-31-8266浅田　直樹 浅田　直樹 平 4. 9. 1歯   診療所
     高砂市神爪１ー１２ー１１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 142821,0074,3 イモト歯科医院 〒676-0805 0794-32-6066井本　吉宣 井本　吉宣 平 4.11. 1歯   診療所
     高砂市米田町米田１０１９－３０常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 142921,0076,8 青木歯科 〒676-0805 079-432-5530医療法人社団　青木歯青木　敏郎 平 5. 4. 1歯   小歯 診療所
     高砂市米田町米田１４３ 常　勤:    2科　理事長　青木　敏 現存
     (歯       2)郎 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 143021,0077,6 かねむら歯科医院 〒676-0805 0794-32-6978金村　世哲 金村　世哲（金　世哲平 5. 5. 1歯   診療所
     高砂市米田町米田１０１－１ 常　勤:    1 ） 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 143121,0078,4 傅歯科医院 〒676-0805 0794-31-0037医療法人社団傳歯科医傳　春光 平 6. 5. 1一般         3診療所
     高砂市米田町米田字出林１１７２常　勤:    1院　理事長　傳　春光 歯   現存
     －９ (歯       1) 平30. 5. 1
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 143221,0079,2 藤原歯科医院 〒676-0807 0794-32-1121医療法人社団藤原歯科藤原　一樹 平 6. 5. 1歯   診療所
     高砂市米田町島字三反田１８－２常　勤:    1医院　理事長　藤原　 現存
     ９ (歯       1)一樹 平30. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 143321,0084,2 モリミツ歯科クリニッ〒676-0078 0794-47-6045守光　隆 守光　隆 平 8.10. 1歯   診療所
     ク 高砂市伊保１－８－１ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 143421,0087,5 鈴木歯科医院 〒676-0003 0794-42-7877鈴木　精二 鈴木　精二 平10.11. 1歯   小歯 診療所
     高砂市今市１－９－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 143521,0088,3 鎌田歯科医院 〒676-0021 0794-42-4082鎌田　恵史郎 鎌田　恵史郎 平12. 5. 5歯   小歯 診療所
     高砂市高砂町朝日町２丁目１５－常　勤:    1 交代 現存
     ６ (歯       1) 平30. 5. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 143621,0089,1 カマダ歯科クリニック〒676-0018 0794-43-6270鎌田　真砂史 鎌田　真砂史 平13. 4. 1歯   診療所
     高砂市荒井町若宮町６－６ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 143721,0091,7 小林歯科医院 〒676-0019 079-442-0898医療法人社団　小林歯小林　久夫 平14. 6. 1歯   診療所
     高砂市緑丘２丁目６番２８号 常　勤:    1科医院　理事長　小林 組織変更 現存
     (歯       1)　久夫 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 143821,0094,1 橋本歯科医院 〒676-0077 0794-49-5888橋本　誠一 橋本　誠一 平15.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     高砂市松陽４丁目６２５－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 143921,0095,8 いわさき歯科診療所 〒671-0123 0792-54-6480医療法人社団いわさき岩﨑　勇人 平16. 4. 1歯   小歯 診療所
     高砂市北浜町西浜１２０８番地の常　勤:    1歯科診療所　理事長　 移動 現存
     ４６ (歯       1)岩﨑　勇人 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 144021,0097,4 戸田歯科医院 〒676-0038 079-443-7777医療法人社団　戸田歯戸田　浩正 平18. 8.17歯   小歯 矯歯診療所
     高砂市高砂町栄町３７３番地１ 常　勤:    1科医院　理事長　戸田 移動 現存
     (歯       1)　浩正 平24. 8.17
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 144121,0101,4 てつお歯科医院 〒676-0072 079-451-8031鈴木　哲夫 鈴木　哲夫 平20. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     高砂市伊保港町１丁目８－１４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 9. 1
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 144221,0102,2 МＶ宝殿歯科 〒676-0807 079-432-6480清水　まり子 清水　まり子 平20.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     高砂市米田町島３８番地 常　勤:    2 新規 歯外 現存
     (歯       2) 平26.10. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 144321,0105,5 おおきデンタルクリニ〒676-0805 079-439-8542大木　雄輔 大木　雄輔 平24. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     ック 高砂市米田町米田字奥野４１２－常　勤:    1 新規 現存
     １ (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 144421,0106,3 ゆうデンタルクリニッ〒676-0827 079-490-2500江見　佑介 江見　佑介 平25.10. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ク 高砂市阿弥陀町阿弥陀１５７５番常　勤:    1 新規 歯外 現存
     地の６ (歯       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 144521,0107,1 小北歯科クリニック 〒676-0064 079-443-1125小北　智継 小北　智継 平25.12. 1歯   小歯 歯外診療所
     高砂市高砂町北本町１１０５ 常　勤:    2 その他 現存
     (歯       2) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 144621,0109,7 内海歯科医院 〒676-0013 079-443-0581内海　有人 内海　有人 平26.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     高砂市荒井町蓮池１丁目４番２２常　勤:    2 交代 現存
     号 (歯       2) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 144721,0111,3 えとう歯科医院 〒676-0074 079-440-3188衛藤　洋平 衛藤　洋平 平27. 1. 1歯   診療所
     高砂市梅井４丁目６番１０号 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 144821,0112,1 庄司・畑歯科医院 〒676-0078 079-447-8241畑　弘倫 畑　弘倫 平27. 2. 1歯   小歯 診療所
     高砂市伊保１－４－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 2. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 144921,0114,7 のせ歯科 〒676-0005 079-490-8241能勢　大樹 能勢　大樹 平28. 5. 1歯   小歯 診療所
     高砂市荒井町御旅１丁目１－２２常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 145021,0115,4 すぎはら歯科医院 〒676-0808 079-431-5522杉原　均 杉原　均 平28. 7. 1歯   診療所
     高砂市神爪４丁目１４－１５ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 145121,0116,2 岩田歯科医院 〒676-0808 079-434-6480岩田　淳 岩田　淳 平28.10. 1歯   小歯 矯歯診療所
     高砂市神爪１丁目６－１１ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 145221,0117,0 ミート歯科 〒676-0082 079-448-6480医療法人社団ミート歯福本　泰久 平29. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     高砂市曽根町２２４３番地１ 常　勤:    1科　理事長　福本　泰 組織変更 歯外 現存
     (歯       1)久 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 145321,0118,8 ほとみ歯科 〒676-0805 079-433-2111保富　貞宏 保富　貞宏 平29.11. 1歯   診療所
     高砂市米田町米田９３３－１９　常　勤:    1 新規 現存
     １階 (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 145422,0046,9 神田歯科医院 〒675-0101 神田　壽文 神田　壽文 昭48. 7. 1歯   診療所
     加古川市平岡町新在家字１丁目２常　勤:    3 現存
     ５６－１７ (歯       3) 平24. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 145522,0058,4 右近歯科医院 〒675-0031 0794-21-0056右近　昭正 右近　昭正 昭51.12. 1歯   診療所
     加古川市加古川町北在家２７２３常　勤:    1 現存
     センタービル４階 (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 145622,0067,5 山脇歯科医院 〒675-0001 山脇　敬二 山脇　敬二 昭53. 9. 1歯   診療所
     加古川市西条山手１丁目１－８ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 145722,0072,5 高橋歯科医院 〒675-0132 高橋　仁志 高橋　仁志 昭54. 2. 1歯   診療所
     加古川市別府町宮田町１５ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 145822,0073,3 杉本歯科医院 〒675-0112 0794-26-0131杉本　啓一 杉本　啓一 昭54. 4. 1歯   診療所
     加古川市平岡町山之上字貴目６８常　勤:    1 現存
     ４－３０ (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 145922,0075,8 安田歯科医院 〒675-0067 0794-21-2255安田　博一 安田　博一 昭54. 8. 1歯   小歯 診療所
     加古川市加古川町河原字長尾３５常　勤:    2 現存
     ６ (歯       2) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 146022,0076,6 打田歯科医院 〒675-0022 0794-24-8052打田　文治 打田　文治 昭54.11. 1歯   診療所
     加古川市尾上町口里５３－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 146122,0077,4 高橋歯科医院 〒675-0031 高橋　輝夫 高橋　輝夫 昭55. 1. 1歯   診療所
     加古川市加古川町北在家７７１ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 146222,0078,2 高山歯科診療所 〒675-0039 0794-21-7788高山　泰幸 高山　泰幸 昭55. 3. 1歯   診療所
     加古川市加古川町粟津２５３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 146322,0079,0 脇本歯科 〒675-0057 脇本　正光 脇本　正光 昭55. 5. 1歯   診療所
     加古川市東神吉町神吉８２３－２常　勤:    1 現存
     ７１ (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 146422,0082,4 垣本歯科医院 〒675-1231 0794-28-3073垣本　孝作 垣本　孝作 昭55.10. 1歯   診療所
     加古川市平荘町養老１４０ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 146522,0088,1 大西歯科クリニック 〒675-0064 0794-24-8833大西　陽一郎 大西　陽一郎 昭57. 4. 1歯   診療所
     加古川市加古川町溝之口５０７サ常　勤:    1 現存
     ンライズ加古川３階 (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 146622,0091,5 渡辺歯科医院 〒675-0334 0794-52-4180渡辺　啓二 渡辺　啓二 昭57. 8. 1歯   診療所
     加古川市志方町成井１９０ 常　勤:    3 現存
     (歯       3) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 146722,0094,9 釜谷歯科医院 〒675-0026 079-421-7070釜谷　隆秋 釜谷　隆秋 昭58. 9. 1歯   診療所
     加古川市尾上町旭２－３５ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 146822,0096,4 中山歯科医院 〒675-0115 0794-37-3337中山　泰仁 中山　泰仁 昭58.11. 1歯   診療所
     加古川市平岡町一色７１－６ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 146922,0102,0 北原歯科医院 〒675-0122 0794-35-3411北原　繁樹 北原　繁樹 昭59. 7. 1歯   診療所
     加古川市別府町別府６６６－６ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 147022,0104,6 衣川歯科医院 〒675-0101 0794-25-5355衣川　章三 衣川　章三 昭59. 9. 1歯   診療所
     加古川市平岡町新在家１１９２－常　勤:    2 現存
     ２０７ (歯       2) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 147122,0105,3 宮永歯科医院 〒675-0303 079-452-3076宮永　正通 宮永　正通 昭59.10. 1歯   診療所
     加古川市志方町細工所１１８－１常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
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 147222,0107,9 石川歯科クリニック 〒675-0012 0794-21-8888石川　秀俊 石川　秀俊 昭60.10. 1歯   診療所
     加古川市野口町野口１６０－５ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 147322,0109,5 吉田歯科医院 〒675-0016 吉田　雅人 吉田　雅人 昭61. 4. 1歯   診療所
     加古川市野口町長砂１０４５－２常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 147422,0112,9 中井歯科医院 〒675-0016 0794-22-8404中井　聡 中井　聡 昭61.10. 1歯   診療所
     加古川市野口町長砂９５－２１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 147522,0114,5 野村歯科医院 〒675-0121 0794-35-6008野村　四郎 野村　四郎 昭62. 1. 1歯   診療所
     加古川市別府町新野北町２－１０常　勤:    1 現存
     ９ (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 147622,0121,0 松田歯科医院 〒675-0005 0794-27-0777松田　芳浩 松田　芳浩 昭63. 6. 1歯   小歯 診療所
     加古川市神野町石守４３４－５ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 147722,0122,8 高山歯科医院 〒675-0045 0794-31-5535髙山　昭則 髙山　昭則 昭63. 7. 1歯   診療所
     加古川市西神吉町岸２８５－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 147822,0124,4 上山歯科医院 〒675-0025 0794-21-6648上山　裕 上山　裕 平元. 2. 1歯   診療所
     加古川市尾上町養田１１７８ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 147922,0133,5 山田歯科医院 〒675-0101 079-425-5600医療法人社団　山田歯山田　一郎 平 2. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     加古川市平岡町新在家１４７４ 常　勤:    3科医院　理事長　山田 現存
     (歯       3)　一郎 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 148022,0134,3 大谷歯科クリニック 〒675-0045 079-432-8770医療法人社団　大谷歯大谷　嘉春 平 2. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     加古川市西神吉町岸１５２－３ 常　勤:    2科クリニック　理事長 現存
     (歯       2)　大谷　嘉春 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 148122,0135,0 穴田歯科医院 〒675-0101 0794-25-8811穴田　高 穴田　高 平 2. 6. 1歯   矯歯 小歯診療所
     加古川市平岡町新在家１０００ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 148222,0136,8 大信歯科診療所 〒675-0053 0794-32-4182医療法人社団　たいし大谷　嘉信 平 2. 6. 1歯   矯歯 小歯診療所
     加古川市米田町船頭５０４－５７常　勤:    1ん歯科診療所　理事長 現存
     (歯       1)　大谷　嘉信 平29. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 148322,0139,2 田中歯科診療所 〒675-1217 0794-28-0444田中　武彦 田中　武彦 平 2.12. 1歯   診療所
     加古川市上荘町薬栗３４５－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 148422,0141,8 中原歯科医院 〒675-0038 中原　範人 中原　範人 平 3. 4.20 診療所
     加古川市加古川町木村２５８－５常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 4.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 148522,0143,4 西村歯科 〒675-0123 0794-37-5989西村　健三 西村　健三 平 4. 1. 1歯   診療所
     加古川市別府町朝日町２４アドバ常　勤:    1 現存
     ンスビル２階 (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 148622,0149,1 みのべ歯科医院 〒675-0104 941-2555 美濃部　茂 美濃部　茂 平 5. 1. 1一般         3診療所
     加古川市平岡町土山４２０－４ 常　勤:    1 歯   現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 148722,0150,9 モリタ歯科医院 〒675-0102 森田　啓三 森田　啓三 平 5. 4. 1 診療所
     加古川市平岡町西谷南側１４７－常　勤:    1 現存
     １ (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 148822,0151,7 おおた歯科 〒675-0021 0794-20-0118大田　裕聖 大田　裕聖 平 5. 7. 1一般         4診療所
     加古川市尾上町安田９２２幸栄ビ常　勤:    1 歯   現存
     ル２階 (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 148922,0152,5 いわさき歯科 〒675-0034 0794-22-7000岩崎　義夫 岩崎　義夫 平 5.10. 1歯   小歯 診療所
     加古川市加古川町稲屋７－７、１常　勤:    1 現存
     ２－１ (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 149022,0153,3 たけうち歯科医院 〒675-0012 0794-23-6433竹内　健二 竹内　健二 平 6. 3. 1一般         2診療所
     加古川市野口町野口５５７－８ 常　勤:    1 歯   小歯 現存
     (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 149122,0155,8 神田矯正歯科 〒675-0031 0794-20-0543神田　信弘 神田　信弘 平 6. 4. 1一般         2診療所
     加古川市加古川町北在家４０４－常　勤:    1 矯歯 現存
     ５ (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 149222,0157,4 石上歯科クリニック 〒675-0101 0794-20-1700石上　寛 石上　寛 平 6. 6. 1歯   診療所
     加古川市平岡町新在家１丁目２５常　勤:    2 現存
     ５－１５ (歯       2) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 149322,0160,8 やまもと歯科 〒675-0101 山本　秀樹 山本　秀樹 平 7. 4. 1 診療所
     加古川市平岡町新在家３－２８５常　勤:    1 現存
     －１４ (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 149422,0161,6 加古川歯科保健センタ〒675-0053 0794-31-6060加古川市長　岡田　康釜谷　隆秋 平 7. 5. 1歯   診療所
     ー 加古川市米田町船頭５－１ 常　勤:    1裕 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
     非常勤:   57
     (歯      57)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 149522,0162,4 なかむら歯科医院 〒675-0036 0794-27-7456中村　隆史 中村　隆史 平 7. 7. 1歯   小歯 診療所
     加古川市加古川町西河原３４グラ常　勤:    1 現存
     ンプレステージ加古川１－Ｃ (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 149622,0163,2 中原歯科クリニック 〒675-0068 0794-20-3888中原　正登 中原　正登 平 7. 8. 1歯   診療所
     加古川市加古川町中津９０４－１常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 149722,0164,0 伊東歯科クリニック 〒675-0008 0794-38-0972伊東　宏 伊東　宏 平 7. 9. 1歯   診療所
     加古川市新神野６丁目１７－７ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 149822,0166,5 いけざわ歯科医院 〒675-0057 0794-31-5251池澤　宣彦 池澤　宣彦 平 8. 3. 1歯   診療所
     加古川市東神吉町神吉１０１－１常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 149922,0167,3 かぎたに歯科医院 〒675-1201 0794-38-2499鍵谷　昌之 鍵谷　昌之 平 8. 3. 1歯   診療所
     加古川市八幡町宗佐７６７－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 150022,0171,5 まつい歯科医院 〒675-0003 0794-38-8008松井　和仁 松井　和仁 平 9. 6. 1歯   診療所
     加古川市神野町神野６９０－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 150122,0172,3 中安歯科医院 〒675-0066 0794-22-2836中安　良太 中安　良太 平 9.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     加古川市加古川町寺家町５０－１常　勤:    1 移動 歯外 現存
     (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 150222,0175,6 夏木歯科医院 〒675-0057 0794-32-2778夏木　新二 夏木　新二 平10. 2. 1歯   小歯 診療所
     加古川市東神吉町神吉９５５－３常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 150322,0176,4 なかがわ歯科 〒675-0022 0794-54-1482中川　雄三 中川　雄三 平10. 4. 1歯   小歯 診療所
     加古川市尾上町口里５４７－８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 150422,0177,2 はた歯科医院 〒675-0068 0794-27-8833畑　寿一 畑　寿一 平10. 5. 1歯   小歯 診療所
     加古川市加古川町中津４６６－１常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 150522,0178,0 まがら歯科医院 〒675-0101 0794-25-8877麻柄　真也 麻柄　真也 平10. 5. 1歯   診療所
     加古川市平岡町新在家２丁目２８常　勤:    1 新規 現存
     ０－８グランヴィラモリタ２０１(歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 150622,0181,4 北野歯科医院 〒675-0034 0794-27-8400北野　洋一郎 北野　洋一郎 平10. 9. 1歯   小歯 診療所
     加古川市加古川町稲屋８７５－９常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 150722,0182,2 黒田歯科医院 〒675-0101 0794-20-3211黒田　忠樹 黒田　忠樹 平10.12. 1歯   小歯 診療所
     加古川市平岡町新在家１９０７－常　勤:    1 新規 現存
     １ (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 150822,0183,0 むかい歯科医院 〒675-0103 0794-54-4180向井　利之 向井　利之 平11. 1. 1歯   小歯 診療所
     加古川市平岡町高畑２６６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 150922,0184,8 西原歯科医院 〒675-0101 0794-22-0358守屋　美津子 守屋　美津子 平11. 1. 1歯   診療所
     加古川市平岡町新在家２６５－６常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 151022,0185,5 ほなみ歯科 〒675-0023 0794-21-1515帆波　洋明 帆波　洋明 平11. 5. 1歯   診療所
     加古川市尾上町池田７３２－１ 常　勤:    2 移動 現存
     (歯       2) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 151122,0188,9 中田歯科クリニック 〒675-0117 079-435-8877医療法人社団中田歯科中田　久弘 平11.12. 1歯   小歯 矯歯診療所
     加古川市平岡町一色西２丁目１１常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     ２ (歯       1)中田　久弘 平29.12. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
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 151222,0189,7 川﨑歯科医院 〒675-0121 0794-30-6730川﨑　慎一 川﨑　慎一 平12. 1. 1歯   小歯 診療所
     加古川市別府町新野辺北町６丁目常　勤:    1 新規 現存
     １１－３ (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 151322,0191,3 大西歯科医院 〒675-0066 0794-24-8818大西　敬二郎 大西　敬二郎 平12. 2. 1歯   小歯 診療所
     加古川市加古川町寺家町４２３ 常　勤:    1 移動 休止
     (歯       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 151422,0193,9 松野歯科医院 〒675-0111 0794-37-8267松野　隆之 松野　隆之 平12. 6.14歯   小歯 診療所
     加古川市平岡町二俣７６３－４ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平30. 6.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 151522,0194,7 くろだ歯科医院 〒675-0012 0794-25-5045黒田　悦夫 黒田　悦夫 平12. 6. 1歯   小歯 診療所
     加古川市野口町野口１２９－７４常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 151622,0195,4 けいせつデンタルクリ〒675-0101 0794-27-7711医療法人社団啓節会　村上　敦子 平12. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     ニック 加古川市平岡町新在家７１６番地常　勤:    1理事長　木田　啓章 新規 現存
     の２９ (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 151722,0196,2 にしお歯科・小児歯科〒675-0019 0794-56-8558西尾　由香里 西尾　由香里 平13. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     医院 加古川市野口町水足４９６－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 151822,0197,0 上月歯科医院 〒675-0122 0794-35-5268上月　康司 上月　康司 平13. 5. 1歯   小歯 診療所
     加古川市別府町別府５２３－１９常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 151922,0198,8 オグラ歯科医院 〒675-0066 0794-20-0385小倉　道博 小倉　道博 平13. 9. 1歯   小歯 矯歯診療所
     加古川市加古川町寺家町６４７番常　勤:    1 移動 現存
     地 (歯       1) 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 152022,0199,6 前田歯科医院 〒675-1204 0794-38-3918前田　和昭 前田　和昭 平13.11. 1歯   診療所
     加古川市八幡町上西条１０９３－常　勤:    1 新規 現存
     １ (歯       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 152122,0201,0 中野歯科医院 〒675-0037 0794-21-2552中野　敬輔 中野　敬輔 平14. 1. 1歯   診療所
     加古川市加古川町本町１丁目２－常　勤:    2 交代 現存
     １ (歯       2) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 152222,0202,8 大田歯科室 〒675-1232 0794-28-3327大田　昌宏 大田　昌宏 平14. 2. 1歯   小歯 診療所
     加古川市平荘町里４６３－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 2. 1
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 152322,0203,6 なかたに歯科医院 〒675-0117 0794-41-1182中谷　雅秀 中谷　雅秀 平14.10. 1歯   小歯 診療所
     加古川市平岡町一色西２－１３－常　勤:    1 新規 現存
     ３ (歯       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 152422,0205,1 東歯科医院 〒675-0131 0794-37-1837東　泰三 東　泰三 平14.10. 1歯   診療所
     加古川市別府町新野辺１２００－常　勤:    2 移動 現存
     ３４ (歯       2) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 152522,0206,9 まつもと歯科医院 〒675-0063 079-425-9200医療法人社団まつもと松本　禎之 平15. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     加古川市加古川町平野２２３番地常　勤:    3歯科医院　理事長　松 組織変更 矯歯 現存
     の６ (歯       3)本　禎之 平27. 1. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 152622,0207,7 中島歯科医院 〒675-0008 0794-38-3017中島　靖人 中島　靖人 平15. 3. 1歯   小歯 診療所
     加古川市新神野８－１２－１０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 152722,0208,5 ないとう歯科クリニッ〒675-0101 079-427-0889医療法人社団　内藤会内藤　勲 平15. 3. 1歯   矯歯 歯外診療所
     ク 加古川市平岡町新在家６１５番地常　勤:    1　ないとう歯科クリニ 組織変更 小歯 現存
     １イオン加古川店１階 (歯       1)ック　理事長　内藤　 平27. 3. 1
     非常勤:    1勲
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 152822,0209,3 秦歯科 〒675-0031 079-421-8213医療法人社団加古の会秦　和義 平15. 6. 1歯   小歯 矯歯診療所
     加古川市加古川町北在家２４６４常　勤:    1　理事長　秦　和義 組織変更 歯外 現存
     番地 (歯       1) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 152922,0212,7 中野デンタルクリニッ〒675-0016 079-425-1812医療法人社団　隆栄会中野　訓夫 平16. 2. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 加古川市野口町長砂８９７－４ 常　勤:    1　理事長　中野　訓夫 組織変更 現存
     (歯       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 153022,0215,0 わたなべ歯科医院 〒675-0101 0794-25-3345渡邊　克弘 渡邊　克弘 平16.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     加古川市平岡町新在家１７４５－常　勤:    1 新規 現存
     ６７ (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 153122,0216,8 おのえ友愛歯科 〒675-0025 0794-56-6655伊藤　克博 伊藤　克博 平16.11. 1歯   小歯 診療所
     加古川市尾上町養田２丁目５９ 常　勤:    3 新規 現存
     (歯       3) 平28.11. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 153222,0218,4 山脇歯科医院 〒675-0037 0794-22-2331中神　正博 中神　正博 平16.12.16歯   小歯 診療所
     加古川市加古川町本町３２３－３常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平28.12.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 153322,0221,8 多田歯科医院 〒675-0121 0794-30-0118医療法人社団多田歯科多田　英介 平17. 5. 1歯   小歯 診療所
     加古川市別府町新野辺北町８丁目常　勤:    1医院　理事長　多田　 組織変更 現存
     １５０－２ (歯       1)英介 平29. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 153422,0222,6 ふなこし歯科医院 〒675-0038 0794-56-2366船越　伸也 船越　伸也 平17. 8. 1歯   小歯 歯外診療所
     加古川市加古川町木村３１３－１常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 153522,0224,2 ほりかわ歯科クリニッ〒675-0101 0794-24-4617堀川　卓也 堀川　卓也 平18. 4. 1歯   小歯 診療所
     ク 加古川市平岡町新在家１５７３－常　勤:    1 新規 現存
     １東加古川メディカルセンター４(歯       1) 平30. 4. 1
     Ｆ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 153622,0225,9 ハッピー歯科ふじしま〒675-0101 079-456-0788藤島　佳津男 藤島　佳津男 平18. 8. 1歯   小歯 矯歯診療所
     クリニック 加古川市平岡町新在家２丁目２７常　勤:    1 新規 歯外 現存
     ２番地の２ライオンズビル１階 (歯       1) 平24. 8. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 153722,0226,7 もりや歯科 〒675-0101 079-421-0177守屋　市朗 守屋　市朗 平18. 8. 1歯   矯歯 診療所
     加古川市平岡町新在家字山ノ神１常　勤:    2 移動 現存
     ５８８－２１ (歯       2) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 153822,0228,3 しんこうデンタルクリ〒675-0054 079-434-4680医療法人社団啓節会　西尾　浩司 平18. 9. 1歯   矯歯 小歯診療所
     ニック 加古川市米田町平津４２７番２ 常　勤:    1理事長　木田　啓章 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平24. 9. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 153922,0231,7 長谷川歯科医院 〒675-0321 079-452-2141長谷川　雅一 長谷川　雅一 平19. 3. 1歯   小歯 矯歯診療所
     加古川市志方町志方町１１６９－常　勤:    2 交代 現存
     １ (歯       2) 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 154022,0232,5 渡辺歯科医院 〒675-0126 079-437-8227渡邊　久美子 渡邊　久美子 平19. 6. 1歯   診療所
     加古川市別府町本町１丁目４１ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 154122,0233,3 やすひろ歯科クリニッ〒675-0032 079-456-0823医療法人社団　やすひ北野　泰啓 平19. 6. 1歯   矯歯 小歯診療所
     ク 加古川市加古川町備後５番地の４常　勤:    2ろ歯科クリニック　理 組織変更 歯外 現存
     (歯       2)事長　北野　泰啓 平25. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 154222,0234,1 ふじひら歯科医院 〒675-0013 079-425-8241医療法人社団　ふじひ藤平　敬 平19. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     加古川市野口町二屋６３番地の１常　勤:    5ら歯科医院　理事長　 組織変更 歯外 現存
     (歯       5)藤平　敬 平25. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 154322,0236,6 ふじもと歯科医院 〒675-0057 079-451-6480藤本　良一 藤本　良一 平20. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     加古川市東神吉町神吉７５１－１常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 154422,0237,4 そう歯科クリニック 〒675-0115 079-437-2600宋　桂雄 宋　桂雄 平20. 8. 1歯   小歯 診療所
     加古川市平岡町一色７８７－３６常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 154522,0238,2 小林歯科医院 〒675-0057 079-432-6579藤家　恵子 藤家　恵子 平21. 1. 1歯   診療所
     加古川市東神吉町神吉２３０－１常　勤:    1 交代 現存
     ９ (歯       1) 平27. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 154622,0239,0 田中歯科医院 〒675-0104 078-942-1951田中　俊介 田中　俊介 平21. 1.17歯   小歯 歯外診療所
     加古川市平岡町土山２５１－１ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平27. 1.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 154722,0241,6 ひらた歯科クリニック〒675-0011 079-426-6000平田　尚也 平田　尚也 平21. 8. 1歯   矯歯 小歯診療所
     加古川市野口町北野１２９４－２常　勤:    2 新規 歯外 現存
     (歯       2) 平27. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 154822,0242,4 船原歯科クリニック 〒675-0033 079-426-7620医療法人社団早緑会　船原　隆行 平21. 8. 1歯   歯外 小歯診療所
     加古川市加古川町南備後２２番地常　勤:    1理事長　船原　隆行 移動 現存
     の１ (歯       1) 平27. 8. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 154922,0243,2 はるき歯科医院 〒675-0018 079-422-0330春木　靖広 春木　靖広 平21. 9. 1歯   小歯 矯歯診療所
     加古川市野口町坂元１０２８ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平27. 9. 1
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 155022,0244,0 高瀬歯科医院 〒675-0065 079-422-8222高瀬　昌幸 高瀬　昌幸 平22. 2. 1歯   矯歯 小歯診療所
     加古川市加古川町篠原町１８６－常　勤:    1 移動 現存
     １ (歯       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 155122,0245,7 ふじお歯科クリニック〒675-0065 079-420-3663藤尾　恭人 藤尾　恭人 平22. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     加古川市加古川町篠原町５０－７常　勤:    1 移動 歯外 現存
     ウィズマークス加古川駅前１０５(歯       1) 平28. 5. 1
     号
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 155222,0246,5 ひだ歯科医院 〒675-0104 078-941-4618飛田　順平 飛田　順平 平22. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     加古川市平岡町土山８５０－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 155322,0248,1 さえき矯正・小児歯科〒675-0064 079-422-1101医療法人社団さえき矯佐伯　克彦 平23. 6. 1小歯 矯歯 歯  診療所
     医院 加古川市加古川町溝之口６２２番常　勤:    3正・小児歯科医院　理 移動 現存
     (歯       3)事長　佐伯　克彦 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 155422,0249,9 さくら歯科クリニック〒675-0064 079-424-3511金澤　重男 金澤　重男 平23. 6. 1歯   矯歯 小歯診療所
     加古川市加古川町溝之口２１７－常　勤:    2 その他 歯外 現存
     １４ (歯       2) 平29. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 155522,0250,7 木の実歯科クリニック〒675-0052 079-431-6500山髙　篤司 山髙　篤司 平24. 2. 1歯   歯外 小歯診療所
     加古川市東神吉町出河原８６２イ常　勤:    2 新規 矯歯 現存
     オンタウン加古川 (歯       2) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 155622,0251,5 柿坪歯科クリニック 〒675-0057 079-490-4182柿坪　秀具 柿坪　秀具 平24. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     加古川市東神吉町神吉１１９８－常　勤:    1 新規 現存
     ８ (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 155722,0252,3 こうじ歯科医院 〒675-0005 079-490-4898吉田　幸司 吉田　幸司 平24. 5. 1歯   小歯 診療所
     加古川市神野町石守１－１１９ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 155822,0255,6 けいゆうデンタルクリ〒675-0101 079-426-6500医療法人社団啓節会　髙橋　里奈 平25. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     ニック 加古川市平岡町新在家２－２７０常　勤:    2理事長　木田　啓章 移動 歯外 現存
     －２　ＥＫビル２Ｆ (歯       2) 平25. 7. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 155922,0257,2 あたらし歯科医院 〒675-0032 079-454-6666新　和教 新　和教 平26. 2. 1歯   矯歯 診療所
     加古川市加古川町備後６３－３ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平26. 2. 1
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 156022,0258,0 わきさか歯科クリニッ〒675-0039 079-425-6333和氣坂　慶祐 和氣坂　慶祐 平26. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 加古川市加古川町粟津７７１－４常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 156122,0259,8 加古川アップル歯科 〒675-0104 078-942-4185医療法人社団　アップ粟谷　英信 平26.10. 1歯   小歯 矯歯診療所
     加古川市平岡町土山９０９番地３常　勤:    2ル歯科クリニック　理 新規 歯外 現存
     ３ (歯       2)事長　吉見　哲朗 平26.10. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 156222,0260,6 河合歯科医院 〒675-0054 079-431-0657河合　秀樹 河合　秀樹 平27. 1. 1歯   歯外 矯歯診療所
     加古川市米田町平津６８３ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 156322,0261,4 山村歯科 〒675-0064 079-425-5678医療法人社団　進志会山村　進 平27. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     加古川市加古川町溝之口７７８ 常　勤:    1　理事長　山村　進 組織変更 歯外 現存
     (歯       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 156422,0262,2 大矢矯正歯科医院 〒675-0124 079-435-6480医療法人社団　大矢矯松島　あゆみ 平28. 1. 1矯歯 診療所
     加古川市別府町緑町１番地多木ビ常　勤:    1正歯科医院　理事長　 組織変更 現存
     ルディング４０６ (歯       1)大矢　伸治 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 156522,0263,0 船原歯科医院 〒675-0066 079-422-2343井口　新 井口　新 平28. 2. 1歯   矯歯 小歯診療所
     加古川市加古川町寺家町１２９ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 156622,0264,8 医療法人　優美会　シ〒675-0017 079-456-0360医療法人　優美会　理白瀬　優 平28. 4. 1歯   歯外 小歯診療所
     ラセデンタルクリニッ加古川市野口町良野３５番地の３常　勤:    1事長　白瀬　明 新規 矯歯 現存
     ク (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 156722,0265,5 いどう歯科口腔外科ク〒675-0066 079-454-4182井堂　信二郎 井堂　信二郎 平28. 4. 1歯   歯外 小歯診療所
     リニック 加古川市加古川町寺家町３０３ニ常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     ッケパークタウンクリニックモー(歯       1) 平28. 4. 1
     ル加古川１Ｆ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 156822,0266,3 医療法人社団　うちだ〒675-0066 079-427-6481医療法人社団　うちだ打田　年實 平28. 5. 1歯   診療所
     歯科医院 加古川市加古川町寺家町５１番地常　勤:    2歯科医院　理事長　打 組織変更 現存
     １２ (歯       2)田　年實 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 156922,0268,9 ひまり歯科 〒675-0019 079-441-7344医療法人社団ひまり歯井上　剛 平28. 7. 1歯   小歯 診療所
     加古川市野口町水足２３１番地の常　勤:    2科　理事長　井上　剛 組織変更 現存
     １ (歯       2) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 157022,0269,7 ひろ歯科医院 〒675-0104 078-943-6480鍬初　大樹 鍬初　大樹 平29. 5. 1歯   診療所
     加古川市平岡町土山１２２０－１常　勤:    1 その他 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 157122,0270,5 ちあきデンタルクリニ〒675-0067 079-457-0055玉置　千晶 玉置　千晶 平29. 9. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ック 加古川市加古川町河原１９７番地常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 157222,0271,3 アイデンタルクリニッ〒675-0019 079-421-0127医療法人栄仁会　理事竹ノ内　仁 平30. 1. 1歯   診療所
     ク 加古川市野口町水足字小橋２４３常　勤:    1長　竹ノ内　仁 組織変更 現存
     番地２ (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 157322,0272,1 おかむらファミリー歯〒675-0065 079-421-8872岡村　康祐 岡村　康祐 平30. 4. 1歯   小歯 診療所
     科クリニック 加古川市加古川町篠原町１１１医常　勤:    1 新規 現存
     療ビルおいしゃさん２０２ (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 157423,0026,9 岡歯科医院 〒673-0531 0794-84-1889岡　徹也 岡　徹也 昭49. 2. 1歯   診療所
     三木市緑ヶ丘町西２－１－１６ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 2. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 157523,0027,7 野口歯科医院 〒673-0534 野口　英一 野口　英一 昭49. 8. 1歯   診療所
     三木市緑ヶ丘本町１－２－２押部常　勤:    1 現存
     ビル２階 (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 157623,0028,5 大橋歯科医院 〒673-0415 07948-3-2161大橋　龍三 大橋　龍三 昭49.11. 1歯   診療所
     三木市府内町４８０ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 157723,0029,3 高岡歯科医院 〒673-0551 0794-85-3827高岡　雅雄 高岡　雅雄 昭53. 9. 1歯   矯歯 診療所
     三木市志染町西自由ヶ丘１－１０常　勤:    1 現存
     ２ (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 157823,0030,1 白山歯科 〒673-0533 07948-5-5811白山　英二 白山　英二 昭54.10. 1歯   診療所
     三木市緑が丘町東２－２－７ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 157923,0033,5 森本歯科医院 〒673-0551 07948-4-0666森本　正樹 森本　正樹 昭56. 3. 1歯   診療所
     三木市志染町西自由ヶ丘１－４２常　勤:    1 現存
     ２ (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 158023,0037,6 森永歯科医院 〒673-0403 0794-82-2339森永　英樹 森永　英樹 昭58. 1. 1歯   診療所
     三木市末広１－７－３４ 常　勤:    3 現存
     (歯       3) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 158123,0039,2 矢冨歯科医院 〒673-0551 矢冨　正 矢冨　正 昭58. 7. 1歯   診療所
     三木市志染町西自由が丘１－８４常　勤:    1 現存
     ０サンテラス志染３Ｆ３０６号室(歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 158223,0041,8 矢頭歯科医院 〒673-0532 5-0536 矢頭　龍一 矢頭　龍一 昭59. 8. 1歯   診療所
     三木市緑が丘町中３－１１－１２常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 158323,0042,6 八木歯科医院 〒673-0552 5-0882 八木　隆史 八木　隆史 昭59. 9. 1歯   診療所
     三木市志染町中自由が丘２－４１常　勤:    1 現存
     １ (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 158423,0045,9 岡歯科医院 〒673-0413 3-4334 岡　誠二 岡　誠二 昭60. 6. 1歯   診療所
     三木市大塚１－８－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 158523,0046,7 廣田歯科医院 〒673-0405 07948-2-6888廣田　将秀 廣田　将秀 昭60.10. 1歯   診療所
     三木市平田岸ノ上９ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 158623,0048,3 玉岡歯科医院 〒673-0431 2-9002 玉岡　哲朗 玉岡　哲朗 昭61. 4. 1歯   診療所
     三木市本町２－６－１８ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 158723,0049,1 木村歯科クリニック 〒673-0435 07948-3-1203木村　真英 木村　真英 昭61. 9. 1歯   診療所
     三木市別所町高木８９４－１ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 158823,0051,7 豊山歯科医院 〒673-0552 07948-5-9525豊山　登 呉　登（豊山登） 昭63. 8. 1歯   診療所
     三木市志染町中自由ケ丘２－６９常　勤:    1 現存
     ５ (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 158923,0052,5 神沢歯科医院 〒673-0435 07948-3-1020神澤　昌生 神澤　昌生 昭63.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     三木市別所町高木１０１６－３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 159023,0053,3 島田歯科医院 〒673-0431 07948-2-6688島田　勝弘 島田　勝弘 平元. 5. 1歯   診療所
     三木市本町２－１０－３０ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
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 159123,0055,8 新井歯科医院 〒673-0521 5-0022 新井　茂俊 新井　茂俊（朴　茂俊平 2.11. 1歯   診療所
     三木市志梁町青山２－５－２ 常　勤:    1 ） 現存
     (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 159223,0058,2 藤本歯科 〒673-0403 0794-82-0189藤本　勝久 藤本　勝久 平 6. 5. 1歯   診療所
     三木市未広２－４－２１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 159323,0059,0 白井歯科医院 〒673-0521 0794-85-9844白井　信 白井　信 平 6. 6. 1歯   診療所
     三木市志染町青山５１０４ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 159423,0060,8 安東歯科医院 〒673-0551 0794-87-2233権　利文（安東　利文権　利文（安東　利文平 6. 9. 1歯   診療所
     三木市志染町西自由が丘１－３２常　勤:    1） ） 現存
     ０ (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 159523,0061,6 いんなみ歯科 〒673-0521 0794-87-0099印南　克之 印南　克之 平 9.11. 1歯   矯歯 小歯診療所
     三木市志染町青山３－１６－２０常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 159623,0062,4 たかはし歯科医院 〒673-0521 0794-89-8289高橋　伸彰 高橋　伸彰 平10. 4. 1歯   矯歯 歯外診療所
     三木市志染町青山６丁目２－７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 159723,0063,2 おおにし歯科医院 〒673-0434 0794-86-0716大西　徹 大西　徹 平10. 9. 1歯   診療所
     三木市別所町小林字釜ケ谷７３４常　勤:    1 新規 現存
     －３４１ (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 159823,0064,0 よこお歯科 〒673-0431 0794-89-0331横尾　加名子 横尾　加名子 平10. 9. 1歯   小歯 矯歯診療所
     三木市本町２－３－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 159923,0065,7 こむらさき矯正歯科 〒673-0541 0794-89-8303小紫　仁嗣 小紫　仁嗣 平10. 9. 1矯歯 診療所
     三木市志染町広野１丁目３３２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 160023,0068,1 谷口歯科医院 〒673-0512 0794-89-8241谷口　良毅 谷口　良毅 平11. 4. 1歯   診療所
     三木市志染町井上１２６番地 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 160123,0069,9 大谷歯科医院 〒673-0405 0794-82-6277医療法人社団敬歯会　大谷　茉莉 平11. 4. 1歯   矯歯 診療所
     三木市平田１１９－１７ 常　勤:    2理事長　大谷　敬三 移動 現存
     (歯       2) 平29. 4. 1
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 160223,0071,5 横山歯科医院 〒673-0456 0794-86-1838横山　智一 横山　智一 平13. 2. 1歯   診療所
     三木市鳥町字大二４８－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 160323,0073,1 植野歯科医院 〒673-0403 0794-86-6777植野　千夏央 植野　千夏央 平15. 5. 1歯   診療所
     三木市末広３－４００－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 160423,0074,9 田中歯科医院 〒673-0405 0794-83-2882医療法人社団田中歯科田中　雅義 平16. 2. 1歯   診療所
     三木市平田八ヶ坪１６６番２号 常　勤:    1医院　理事長　田中　 組織変更 現存
     (歯       1)雅義 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 160523,0075,6 にしおか歯科クリニッ〒673-0533 0794-87-7676西岡　直人 西岡　直人 平17. 1. 1歯   矯歯 診療所
     ク 三木市緑が丘町東１－８－４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 160623,0076,4 エンゼル歯科クリニッ〒673-0404 0794-86-6480森田　光子 森田　光子 平18. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ク 三木市大村８２３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 160723,0077,2 あきら歯科 〒673-1127 0794-73-1182医療法人社団　あきら船原　晃 平19. 6. 1歯   小歯 診療所
     三木市吉川町長谷７２－２ 常　勤:    1歯科　理事長　船原　 組織変更 現存
     (歯       1)晃 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 160823,0080,6 たまき歯科クリニック〒673-0541 0794-88-8320朝比奈　たまき 朝比奈　たまき 平22. 1. 1歯   診療所
     三木市志染町広野１丁目１０７－常　勤:    1 新規 現存
     １　２Ｆ (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 160923,0085,5 三木市歯科医師会附属〒673-0413 0794-86-0903三木市歯科医師会　森森永　英樹 平25. 8. 1歯   診療所
     休日歯科診療所 三木市大塚１丁目６－４０三木市常　勤:    1永　英樹 その他 現存
     総合保健福祉センター　１階 (歯       1) 平25. 8. 1
     非常勤:   41
     (歯      41)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 161023,0086,3 かしはら歯科クリニッ〒673-0531 0794-87-8211柏原　和博 柏原　和博 平25.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 三木市緑が丘町西５丁目４－１ 常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 161123,0088,9 さんしろう歯科医院 〒673-0404 0794-89-0118医療法人社団　さんし弘田　三四郎 平26. 5. 1歯   診療所
     三木市大村字砂１６３番地 常　勤:    2ろう歯科医院　理事長 組織変更 現存
     (歯       2)　弘田　三四郎 平26. 5. 1
     非常勤:    9
     (歯       9)
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 161223,0091,3 ママとこどものはいし〒673-0402 0794-81-1181医療法人社団真心会ふ西村　崇 平28. 2. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ゃさん　三木院 三木市加佐１丁目４４番地 常　勤:    1くおか歯科　理事長　 新規 歯外 現存
     (歯       1)福岡　真理 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 161323,0092,1 医療法人社団公佑会原〒673-0403 0794-83-1368医療法人社団　公佑会原　公明 平28. 4. 1歯   小歯 診療所
     歯科医院 三木市末広一丁目１３番２３号 常　勤:    2　理事長　原　公明 組織変更 現存
     (歯       2) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 161423,0093,9 フジオカデンタルクリ〒673-0532 0794-85-1114医療法人社団　藤和会藤岡　学 平29. 2. 1歯   歯外 診療所
     ニック 三木市緑が丘町中１丁目７ー２ 常　勤:    2　理事長　藤岡　学 組織変更 現存
     (歯       2) 平29. 2. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 161523,0094,7 デンタルサポートふれ〒673-0431 0794-70-8038医療法人社団誠奉会　萩谷　昇 平29. 5. 1歯   診療所
     あいクリニック 三木市本町二丁目５番１４号 常　勤:    2理事長　萩谷　昇 組織変更 現存
     (歯       2) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 161623,0095,4 みらい歯科クリニック〒673-0541 0794-84-3988医療法人社団ＭＤＣ　松本　武 平29. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     三木市志染町広野一丁目１６６番常　勤:    1理事長　松本　武 組織変更 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 161723,0096,2 医療法人三咲会　ハロ〒673-0533 0794-84-3371医療法人三咲会　理事永谷　俊介 平29. 6. 1歯   歯外 診療所
     ーデンタルクリニック三木市緑が丘町東２丁目１番地の常　勤:    2長　永谷　俊介 組織変更 現存
     ３２Ｆテナント（２０２号） (歯       2) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 161824,0008,5 常倍歯科診療所 〒673-1115 2-0620 常倍　康正 常倍　康正 昭60. 5. 1歯   診療所
     三木市吉川町大沢字今西１２０－常　勤:    2 現存
     １ (歯       2) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 161924,0011,9 高瀬歯科医院 〒673-1231 0794-72-2223医療法人社団　高瀬歯高瀬　豊 平11. 6. 1歯   診療所
     三木市吉川町稲田１３－１ミムラ常　勤:    1科医院　理事長　高瀬 組織変更 現存
     ビル２階 (歯       1)　豊 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 162024,0012,7 島谷歯科医院 〒673-1119 0794-73-2888島谷　肇 島谷　肇 平12. 1. 1歯   小歯 診療所
     三木市吉川町鍛治屋１５２－７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 162125,0017,3 栗林歯科医院 〒679-0211 栗林　伸一 栗林　伸一 昭53.12. 1歯   診療所
     加東市上滝野７４４－４ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 162225,0019,9 武田歯科 〒679-0212 0795-48-4350武田　博基 武田　博基 昭55. 4. 1歯   診療所
     加東市下滝野６３１－３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 162325,0023,1 原歯科医院 〒673-1431 07954-2-5551原　良典 原　良典 昭57.11. 1歯   診療所
     加東市社４７８－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 162425,0026,4 磯貝歯科医院 〒673-1311 磯貝　治喜 磯貝　治喜 昭61. 1. 1歯   診療所
     加東市天神３６１－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 162525,0029,8 藤井歯科医院 〒673-1442 42-5858 藤井　信一 藤井　信一 昭61. 7. 1歯   診療所
     加東市出水字芝ノロ３０ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 162625,0032,2 磯貝歯科医院 〒673-1461 0795-42-1345磯貝　知一 磯貝　知一 平 2. 5. 1歯   診療所
     加東市木梨１１３４－２５２ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 162725,0033,0 網田歯科医院 〒673-1311 0795-47-1158網田　聖子 網田　聖子 平 3. 3. 1歯   診療所
     加東市天神字鳥居ノ内４４６－１常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 162825,0034,8 安岡歯科医院 〒673-1324 0795-46-1231医療法人社団恒誠会　安岡　大介 平 3. 9. 1歯   診療所
     加東市新定４８７ 常　勤:    1理事長　安岡　大介 現存
     (歯       1) 平24. 9. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 162925,0036,3 山田歯科医院 〒673-1465 0795-42-6302山田　一弘 山田　一弘 平 4. 9. 1歯   診療所
     加東市喜田２５４－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 163025,0038,9 本荘歯科医院 〒679-0222 0795-48-5552医療法人社団　本荘歯本荘　宝貴 平 9. 6. 1歯   小歯 診療所
     加東市高岡６７５－１ 常　勤:    1科医院　理事長　本荘 組織変更 現存
     (歯       1)　宝貴 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 163125,0039,7 服部歯科医院 〒673-1431 0795-40-2471服部　知一 服部　知一 平10. 5. 1歯   診療所
     加東市社１０２－９ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 163225,0043,9 藤原歯科医院 〒673-1444 0795-42-1065藤原　国弘 藤原　国弘 平15. 2. 1歯   小歯 診療所
     加東市沢部６２３ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平27. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 163325,0044,7 うちだ歯科医院 〒679-0205 0795-48-4884内田　智久 内田　智久 平15. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     加東市北野１６１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 163425,0045,4 津田歯科医院 〒679-0211 0795-48-5088津田　宜志 津田　宜志 平19. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     加東市上滝野町８３５ 常　勤:    1 交代 歯外 現存
     (歯       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 163525,0047,0 藤原歯科クリニック 〒679-0204 0795-40-5353医療法人社団藤原歯科藤原　秀夫 平23. 5. 1歯   診療所
     加東市新町字辻南２９８番地３ 常　勤:    2クリニック　理事長　 組織変更 現存
     (歯       2)藤原　秀夫 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 163625,0048,8 天神歯科医院 〒673-1311 0795-47-0901上田　国広 上田　国広 平24. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     加東市天神２５１－４ 常　勤:    2 組織変更 矯歯 現存
     (歯       2) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 163725,0049,6 医療法人社団小野歯科〒673-1431 0795-42-7781医療法人社団小野歯科小野　圭三 平24. 6. 1歯   小歯 矯歯診療所
     医院 加東市社９０３番地１ 常　勤:    1医院　理事長　小野　 組織変更 現存
     (歯       1)圭三 平30. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 163825,0050,4 栗林歯科医院 〒673-1431 0795-42-0431栗林　洋二 栗林　洋二 平24. 9. 1歯   診療所
     加東市社１５４６－１ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 163925,0051,2 医療法人社団真心会ふ〒673-1431 0795-42-6405医療法人社団真心会ふ福岡　真理 平24.12. 1歯   小歯 矯歯診療所
     くおか歯科 加東市社３７８番地２５ 常　勤:    3くおか歯科　理事長　 組織変更 歯外 現存
     (歯       3)福岡　真理 平24.12. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 164025,0053,8 前田歯科 〒673-1451 0795-43-8065前田　知也 前田　知也 平27. 4. 7歯   診療所
     加東市家原字庄幸２４５番地５ 常　勤:    1 その他 現存
     (歯       1) 平27. 4. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 164126,0013,0 惣市歯科医院 〒675-2101 惣市　佳律子 惣市　佳律子 昭37.12.26歯   診療所
     加西市繁昌町１４３９ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28.12.26
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 164226,0026,2 初田歯科医院 〒679-0105 初田　幸司 初田　幸司 昭52.12. 1歯   矯歯 小歯診療所
     加西市朝妻町１２１８－１８ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 164326,0033,8 杉井歯科医院 〒675-2423 5-1688 杉井　博和 杉井　博和 昭56. 4. 1歯   小歯 診療所
     加西市和泉町６２５ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 164426,0035,3 西村歯科医院 〒675-2312 0790-42-2292西村　あけみ 西村　あけみ 昭55. 8. 1歯   小歯 診療所
     加西市北条町北条８８７ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 164526,0036,1 岩本歯科医院 〒675-2213 07904-8-4102岩本　哲 岩本　哲 昭59. 1. 1歯   小歯 診療所
     加西市西笠原町１７２－１２３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 164626,0038,7 宮崎歯科医院 〒675-2312 07904-3-1888宮崎　多真 宮崎　多真 平 2. 3. 1歯   矯歯 小歯診療所
     加西市北条町北条１６－５ 常　勤:    1 歯外 現存
     (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 164726,0039,5 畑中歯科医院 〒675-2321 07904-3-0285畑中　大作 畑中　大作 平 2. 5. 1歯   小歯 診療所
     加西市北条町東高室６７０－１２常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 164826,0041,1 久枝歯科医院 〒675-2303 0790-43-0351医療法人社団　久枝歯久枝　健二 平 4.12. 1歯   矯歯 小歯診療所
     加西市北条町古坂２－１６０ 常　勤:    2科医院　理事長　久枝 歯外 現存
     (歯       2)　健二 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 164926,0042,9 塩谷歯科医院 〒675-2213 0790-48-3690医療法人社団　塩谷歯塩谷　耕司 平 6. 1. 1歯   歯外 小歯診療所
     加西市西笠原町４７－３ 常　勤:    1科医院　理事長　塩谷 現存
     (歯       1)　耕司 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 165026,0043,7 ふじわら歯科医院 〒675-2102 0790-49-1755藤原　秀和 藤原　秀和 平10. 4. 1歯   小歯 診療所
     加西市中野町６７７－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 165126,0044,5 柏原歯科医院 〒675-2311 0790-42-0378医療法人社団　柏原歯柏原　正義 平13.11. 1歯   小歯 診療所
     加西市北条町横尾１０３１ 常　勤:    2科医院　理事長　柏原 移動 現存
     (歯       2)　正義 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 165226,0045,2 増田歯科医院 〒675-2445 0790-44-1807増田　徹也 増田　徹也 平14. 3. 8歯   診療所
     加西市殿原町１００－１ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平26. 3. 8
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 165326,0046,0 やなせ歯科医院 〒675-2312 0790-43-7031梁瀬　秀徳 梁瀬　秀徳 平15. 4. 1歯   診療所
     加西市北条町北条２８－１アステ常　勤:    1 新規 現存
     ィアかさい２階 (歯       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 165426,0047,8 たかせ歯科クリニック〒675-2324 0790-43-2588髙瀬　証士 髙瀬　証士 平16. 5. 1歯   小歯 診療所
     加西市北条町東南字矢ノ原１０１常　勤:    1 新規 現存
     －２３ (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 165526,0048,6 原歯科診療所 〒675-2302 0790-42-0002原　雄大 原　雄大 平17. 9. 1歯   歯外 小歯診療所
     加西市北条町栗田７８－１ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 165626,0050,2 尾形歯科医院 〒675-2404 0790-45-2222尾形　誠悟 尾形　誠悟 平20. 3. 1歯   診療所
     加西市油谷町１２３番の１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 165726,0051,0 ブランデンタルクリニ〒675-2312 0790-42-3888医療法人社団鶴栄会　花田　俊士 平20.11. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ック加西 加西市北条町北条３０８－１イオ常　勤:    1理事長　砂田　全亮 新規 現存
     ン加西北条ショッピングセンター(歯       1) 平26.11. 1
     １Ｆ 非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 165826,0052,8 竹中歯科クリニック 〒675-2311 0790-43-0043医療法人社団竹中歯科竹中　賢吉 平23. 5. 1歯   診療所
     加西市北条町横尾３０４番地の１常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     (歯       1)竹中　賢吉 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 165926,0054,4 神戸歯科 〒675-2102 0790-49-0314神戸　啓 神戸　啓 平25. 8. 8歯   小歯 歯外診療所
     加西市中野町５３ 常　勤:    1 交代 矯歯 現存
     (歯       1) 平25. 8. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 166026,0055,1 小野寺歯科クリニック〒675-2303 0790-43-1182医療法人社団　虹煌会小野寺　建文 平28. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     加西市北条町古坂７丁目１０２番常　勤:    2　理事長　小野寺　建 組織変更 歯外 現存
     地の１ (歯       2)文 平28. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 166126,0056,9 クボタ歯科クリニック〒675-2312 0790-42-0464窪田　則彦 窪田　則彦 平29. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     加西市北条町北条９１７ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 166227,0011,2 奥村歯科医院 〒679-1113 0795-32-0033奥村　孝 奥村　孝 昭43. 9. 2歯   矯歯 診療所
     多可郡多可町中区中村町９４ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 9. 2
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 166327,0015,3 丸岡歯科医院 〒679-1111 0795-32-1105丸岡　寛昭 丸岡　寛昭 昭51. 1. 1歯   診療所
     多可郡多可町中区鍛治屋６１１番常　勤:    2 現存
     地 (歯       2) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 166427,0016,1 村上歯科診療所 〒679-0322 0795-28-2227村上　彰廣 村上　彰廣 昭53. 1. 1歯   診療所
     西脇市黒田庄町石原２８９－番地常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 166527,0019,5 藤田歯科医院 〒679-1332 藤田　辰幸 藤田　辰幸 昭60. 5. 1歯   診療所
     多可郡多可町加美区大袋１０３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 166627,0021,1 棚倉歯科医院 〒677-0121 0795-37-1708棚倉　善正 棚倉　善正 昭63. 2. 1歯   診療所
     多可郡多可町八千代区中野間１０常　勤:    1 現存
     ９３－１０ (歯       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 166727,0022,9 市位歯科医院 〒679-1202 0795-35-0648市位　政昭 市位　政昭 平 3. 2. 1歯   小歯 診療所
     多可郡多可町加美区熊野部７９０常　勤:    1 現存
     －２ (歯       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 166827,0023,7 永谷歯科医院 〒679-1135 0795-32-3971永谷　敏 永谷　敏 平 6. 9. 1歯   診療所
     多可郡多可町中区安坂２０３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 166927,0024,5 まなべ歯科医院 〒679-1113 0795-32-4649真鍋　圭毅 真鍋　圭毅 平 7.10. 1歯   小歯 診療所
     多可郡多可町中区中村町４１０－常　勤:    1 現存
     ６ (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 167027,0026,0 宮崎歯科 〒677-0121 0795-37-1560宮﨑　刀一 宮﨑　刀一 平23. 4. 1歯   診療所
     多可郡多可町八千代区中野間１０常　勤:    1 新規 現存
     ７４－３ (歯       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 167128,0015,1 松本歯科医院 〒675-0151 松本　憲二 松本　憲二 昭49. 3. 1歯   診療所
     加古郡播磨町野添１７２８－２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 3. 1
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 167228,0020,1 浅原歯科医院 〒675-0147 37-8148 浅原　重利 浅原　重利 昭51. 9. 1歯   診療所
     加古郡播磨町南大中１－４－３７常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 167328,0023,5 田中歯科医院 〒675-0143 079-435-8500田中　浩 田中　浩 昭59. 4. 1歯   診療所
     加古郡播磨町宮北２－１６－３０常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 167428,0025,0 あさはら歯科 〒675-0100 079-435-6255浅原　昌三 浅原　昌三 昭60. 7. 1歯   診療所
     加古郡播磨町北本庄２－３－２４常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 167528,0026,8 喜多歯科医院 〒675-1115 07949-2-6314喜多　利和 喜多　利和 昭61. 5. 1歯   診療所
     加古郡稲美町国岡３－２６－８ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 167628,0029,2 岡野歯科医院 〒675-1112 0794-92-6767岡野　忠浩 岡野　忠浩 昭63. 4. 1歯   診療所
     加古郡稲美町六分一字蒲ノ上１１常　勤:    1 現存
     ７８－７５５ (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 167728,0030,0 辰巳歯科医院 〒675-1115 0794-92-6480医療法人社団　辰巳歯辰巳　平通 平元. 8. 1歯   診療所
     加古郡稲美町国岡１４６４－２０常　勤:    4科医院　理事長　辰巳 現存
     (歯       4)　平通 平28. 8. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 167828,0032,6 上野歯科医院 〒675-0144 079-435-6850医療法人社団和泉谷会上野　幸三 平 2.11. 1歯   診療所
     加古郡播磨町北本荘５－７－１７常　勤:    1　理事長　上野　幸三 休止
     (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 167928,0033,4 宮本歯科医院 〒675-1115 079-492-0180医療法人社団宮本歯科宮本　浩三 平 4. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     加古郡稲美町国岡２－６－９ 常　勤:    6医院　理事長　宮本　 現存
     (歯       6)浩三 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 168028,0036,7 笹倉歯科医院 〒675-1126 0794-92-8052笹倉　睦善 笹倉　睦善 平 5.11. 1歯   小歯 診療所
     加古郡稲美町幸竹丸岡２８０－３常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 168128,0037,5 はやし歯科医院 〒675-1112 0794-95-3784林　日出男 林　日出男 平 5.11. 1一般         2診療所
     加古郡稲美町六分一字池１１７９常　勤:    1 歯   現存
     －１２７ (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 168228,0038,3 水田歯科医院 〒675-0160 078-944-1333医療法人社団　水田歯水田　正彦 平 6. 6. 1歯   診療所
     加古郡播磨町西野添４丁目２番２常　勤:    2科医院　理事長　水田 現存
     ２号 (歯       2)　正彦 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 168328,0040,9 朱歯科クリニック 〒675-0160 078-944-6060清谷　正浩 清谷　正浩 平10. 4. 1歯   小歯 診療所
     加古郡播磨町西野添一丁目１番１常　勤:    1 新規 現存
     ０号 (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 168428,0041,7 藤原歯科クリニック 〒675-1127 0794-92-5555藤原　政信 藤原　政信 平10. 8. 1歯   小歯 診療所
     加古郡稲美町中一色８３４－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 168528,0042,5 ばんどう歯科クリニッ〒675-1116 0794-95-3718坂東　茂 坂東　茂 平12. 1. 1歯   診療所
     ク 加古郡稲美町蛸草８６９－４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 168628,0043,3 黒石歯科医院 〒675-1105 0794-92-9614黒石　達也 黒石　達也 平13. 5. 1歯   診療所
     加古郡稲美町加古４３０２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 168728,0046,6 安藤歯科医院 〒675-0151 078-949-0560安藤　浩司 安藤　浩司 平15. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     加古郡播磨町野添１６５６－１八常　勤:    1 新規 現存
     木ビル２階 (歯       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 168828,0047,4 小田歯科医院 〒675-1115 079-492-8214小田　亮至 小田　亮至 平19. 2. 1歯   矯歯 小歯診療所
     加古郡稲美町国岡２丁目１２－１常　勤:    1 新規 歯外 現存
     ３ (歯       1) 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 168928,0048,2 ＹＯＣＯ　デンタルク〒675-0150 079-441-9526内海　容子 内海　容子 平19. 9. 1歯   小歯 診療所
     リニック 加古郡播磨町南野添３丁目１０番常　勤:    1 新規 現存
     １１号 (歯       1) 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 169028,0049,0 とくだ歯科 〒675-0150 079-435-1000徳田　龍一 徳田　龍一 平19.12. 1歯   診療所
     加古郡播磨町南野添３丁目１－６常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 169128,0050,8 スマイル歯科クリニッ〒675-1115 079-497-1182草道　恒作 草道　恒作 平20. 2. 1歯   小歯 診療所
     ク 加古郡稲美町国岡５丁目１８５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 169228,0051,6 ながさわ歯科 〒675-0151 078-941-4180長澤　正一 長澤　正一 平20. 3. 1歯   小歯 診療所
     加古郡播磨町野添１６７０－４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 3. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 169328,0053,2 坂東歯科医院 〒675-1113 079-492-0309坂東　毅 坂東　毅 平21. 4. 1歯   診療所
     加古郡稲美町岡２３１ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 169428,0054,0 上山歯科医院 〒675-0150 079-436-0011上山　亨 上山　亨 平21.11. 1歯   小歯 診療所
     加古郡播磨町南野添１－１－３４常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 169528,0055,7 くにおか歯科クリニッ〒675-1115 079-497-1188竹島　佳美 竹島　佳美 平22. 4. 1歯   歯外 診療所
     ク 加古郡稲美町国岡１－１０６ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 169628,0056,5 あらい歯科クリニック〒675-0144 0794-37-1190新井　智 新井　智 平24.11. 1歯   小歯 診療所
     加古郡播磨町北本荘２丁目７－２常　勤:    1 移動 現存
     ０ (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 169728,0057,3 たかはし歯科医院 〒675-0156 079-435-3081髙橋　佑豪 髙橋　佑豪 平27. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     加古郡播磨町東本荘１丁目２番３常　勤:    1 その他 現存
     号福田ビル２０２号 (歯       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 169828,0058,1 ニコ歯科クリニック 〒675-0158 078-943-2539淺原　周平 淺原　周平 平28. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     加古郡播磨町北野添２丁目１番２常　勤:    1 新規 現存
     号２－Ｄ (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 169928,0059,9 かわもり歯科医院 〒675-1115 079-497-0555医療法人社団　かわも川守　政雄 平29. 7. 1歯   小歯 診療所
     加古郡稲美町国岡一丁目８１番地常　勤:    1り歯科医院　理事長　 組織変更 現存
     アルコ・イーリス１Ｆ (歯       1)川守　政雄 平29. 7. 1
     非常勤:    5
     (歯       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 170028,0060,7 ふじた矯正歯科 〒675-1114 079-497-7721藤田　昌樹 藤田　昌樹 平30. 4. 1矯歯 診療所
     加古郡稲美町国安１０５１－４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 170130,0145,2 ヤナセ歯科医院 〒660-0883 築瀬　昌弘 築瀬　昌弘 昭36. 5. 1歯   診療所
     尼崎市神田北通８丁目２１７ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 170230,0173,4 内藤歯科医院 〒660-0077 06-6416-0167内藤　一郎 内藤　一郎 昭39. 4. 1歯   診療所
     尼崎市大庄西町３丁目１番１０号常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 170330,0203,9 芦田歯科医院 〒661-0025 06-6428-2046芦田　勝已 芦田　勝已 昭42. 5. 1歯   診療所
     尼崎市立花町２丁目７番２６号 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 170430,0249,2 馬場歯科医院 〒660-0862 06-6413-1807馬場　亨 馬場　亨 昭46. 9. 1歯   診療所
     尼崎市開明町２－４ 常　勤:    3 現存
     (歯       3) 平28. 9. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 170530,0254,2 西浜歯科医院 〒661-0041 06-6433-1070西浜　直樹 西浜　直樹 昭47. 3. 1歯   診療所
     尼崎市武庫の里１丁目１７番１０常　勤:    1 現存
     号 (歯       1) 平29. 3. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 170630,0255,9 阿部歯科 〒661-0035 06-6432-1981阿部　昭治 阿部　昭治 昭47. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     尼崎市武庫之荘４丁目１９－５ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 170730,0269,0 輿石歯科医院 〒661-0035 06-6432-4531輿石　隆 輿石　隆 昭48. 8. 1歯   診療所
     尼崎市武庫之荘６丁目２８－５ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 170830,0278,1 田中歯科医院 〒661-0002 06-6423-5771田中　良耕 田中　良耕 昭49.12. 1歯   診療所
     尼崎市塚口町４丁目１２－９ 常　勤:    3 現存
     (歯       3) 平28.12. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 170930,0283,1 菅沼歯科医院 〒660-0882 06-6411-8886菅沼　孝之 菅沼　孝之 昭50. 6. 1歯   診療所
     尼崎市昭和南通８丁目２１５ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 171030,0287,2 土居歯科医院 〒661-0041 06-6433-6268土居　勗 土居　勗 昭50. 9. 1歯   小歯 矯歯診療所
     尼崎市武庫の里２丁目１１－２３常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 171130,0292,2 牛嶋歯科医院 〒660-0814 06-6488-8211牛嶋　宏幸 牛嶋　宏幸 昭50.11. 1歯   診療所
     尼崎市杭瀬本町１－１８－３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 171230,0295,5 安光歯科医院 〒660-0884 06-6411-2508安光　洋 安光　洋 昭51. 1.17歯   診療所
     尼崎市神田中通７丁目２５０ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 1.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 171330,0300,3 橋爪歯科医院 〒660-0882 06-6413-1182橋爪　年世 橋爪　年世 昭51. 6. 1歯   診療所
     尼崎市昭和南通６丁目１４７ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 171430,0306,0 武藤歯科医院 〒661-0002 06-6422-1166武藤　俊秀 武藤　俊秀 昭52. 2. 1歯   診療所
     尼崎市塚口町１丁目１７－５　コ常　勤:    1 現存
     ーポ佐竹１階 (歯       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 171530,0311,0 林歯科医院 〒661-0033 06-6436-0456林　和夫 林　和夫 昭52. 5. 1歯   診療所
     尼崎市南武庫之荘５丁目２－３２ 現存
     平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 171630,0316,9 佐藤歯科医院 〒661-0012 06-6429-6178佐藤　良和 佐藤　良和 昭52. 9. 1歯   診療所
     尼崎市南塚口町１丁目１２－１７常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 171730,0317,7 内野歯科医院 〒661-0979 06-6491-2050内野　一男 内野　一男 昭52. 9. 1歯   診療所
     尼崎市上坂部３丁目２３－７ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 171830,0321,9 黒木歯科医院 〒661-0025 06-6429-6702黒木　信博 黒木　信博 昭53. 1. 1歯   診療所
     尼崎市立花町３丁目２番１９号 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 171930,0341,7 ヤノ歯科医院 〒661-0953 06-6493-1181矢野　一郎 矢野　一郎 昭54. 6. 1歯   診療所
     尼崎市東園田町５丁目８８－６ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 172030,0343,3 伊賀歯科医院 〒661-0025 06-6427-0766伊賀　成知 伊賀　成知 昭54.11. 1歯   診療所
     尼崎市立花町２丁目２－１　新立常　勤:    1 現存
     花ビル２階 (歯       1) 平24.11. 1
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 172130,0345,8 小島歯科医院 〒661-0003 06-6421-4182小島　良明 小島　良明 昭54.11. 1歯   診療所
     尼崎市富松町１丁目２－６ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 172230,0347,4 井上歯科医院 〒660-0883 06-6411-3066井上　正規 井上　正規 昭55. 1. 1歯   診療所
     尼崎市神田北通７－１９６ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 172330,0349,0 謝花歯科医院 〒660-0802 06-6488-8241謝花　幹樹 謝花　幹樹 昭55. 5. 1歯   小歯 診療所
     尼崎市長洲中通２－１７－６８ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 172430,0350,8 瀧口歯科医院 〒661-0012 06-6426-4666瀧口　喜郎 瀧口　喜郎 昭55. 6. 1歯   診療所
     尼崎市南塚口町３丁目１３番３号常　勤:    1 現存
     　セントラル塚口ビル (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 172530,0356,5 長安歯科医院 〒661-0003 06-6423-1431長安　泰裕 長安　泰裕 昭55. 8. 1歯   診療所
     尼崎市富松町３丁目３９－１７ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 172630,0357,3 岡本歯科医院 〒661-0033 06-6438-1020岡本　浩一 岡本　浩一 昭55. 9. 1歯   診療所
     尼崎市南武庫之荘１丁目２２－２常　勤:    1 現存
     ６ (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 172730,0367,2 片岡歯科医院 〒660-0077 06-6419-0200片岡　真司 片岡　真司 昭56. 8. 1歯   診療所
     尼崎市大庄西町１丁目２番１号　常　勤:    1 現存
     尾山ビル３階 (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 172830,0368,0 松浦歯科 〒661-0035 06-6438-1990松浦　俊夫 松浦　俊夫 昭56. 8. 1歯   診療所
     尼崎市武庫之荘１丁目２－６　寿常　勤:    1 現存
     ビル２Ｆ (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 172930,0369,8 矢冨歯科医院 〒660-0814 06-6481-2420矢冨　義昭 矢冨　義昭 昭56.10. 1歯   診療所
     尼崎市杭瀬本町２丁目１３ー１４常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 173030,0372,2 丸山歯科医院 〒660-0076 06-6418-0100丸山　忠治 丸山　忠治 昭57. 3. 1歯   診療所
     尼崎市大島３丁目２番２－１０６常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 173130,0373,0 井上歯科医院 〒661-0979 06-6492-7711井上　恭司 井上　恭司 昭57. 4. 1歯   診療所
     尼崎市上坂部３丁目５－２５ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
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 173230,0374,8 木下歯科 〒661-0001 06-6423-4180木下　昌広 木下　昌広 昭57. 7. 1歯   診療所
     尼崎市塚口本町１－７－１５ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 173330,0378,9 松田歯科医院 〒660-0814 06-6401-6474松田　哲一 松田　哲一 昭57. 9.16歯   診療所
     尼崎市杭瀬本町２丁目２３－１０常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平24. 9.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 173430,0384,7 堀歯科医院 〒661-0002 06-6423-4000堀　雅彦 堀　雅彦 昭58. 3. 1歯   診療所
     尼崎市塚口町３丁目２０－５０ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 173530,0386,2 三瀬歯科医院 〒661-0982 06-6494-2547三瀬　博司 三瀬　博司 昭58. 4. 1歯   診療所
     尼崎市食満１丁目６－２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 173630,0388,8 細川歯科医院 〒661-0953 06-6493-0088細川　治彦 細川　治彦 昭58. 5. 1 診療所
     尼崎市東園田町９丁目１８番地－常　勤:    1 現存
     １４ (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 173730,0391,2 岡本歯科医院 〒661-0001 06-6422-8148岡本　悟 岡本　悟 昭58.11. 1歯   診療所
     尼崎市塚口本町１丁目２４番５号常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 173830,0396,1 久保歯科医院 〒660-0084 06-6416-2290久保　牧己 久保　牧己 昭59. 4. 1歯   小歯 診療所
     尼崎市武庫川町４－４６ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 173930,0397,9 佐多歯科診療所 〒660-0876 06-6412-0269佐多　利雄 佐多　利雄 昭59. 4. 1 診療所
     尼崎市竹谷町３－９５ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 174030,0398,7 秋山歯科 〒661-0972 06-6492-1233秋山　祐一 秋山　祐一 昭59. 5. 1歯   診療所
     尼崎市小中島１丁目２４－１５－常　勤:    1 現存
     １０１万葉ハイツ園田１階 (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 174130,0399,5 佐野歯科医院 〒661-0047 06-6433-1416佐野　敬一 佐野　敬一 昭59. 5. 1歯   診療所
     尼崎市西昆陽２丁目３８番１号 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 174230,0410,0 こくぶ歯科 〒661-0001 06-6420-3988国分　奈津子 国分　奈津子 昭60.10. 1歯   診療所
     尼崎市塚口本町４丁目８－１つか常　勤:    1 現存
     しんモールＭ１３２－２ (歯       1) 平24.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 174330,0414,2 長沢歯科医院 〒660-0815 06-6481-8110長澤　佐知子 長澤　佐知子 昭61. 1. 1歯   診療所
     尼崎市杭瀬北新町３丁目１－２４常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 174430,0415,9 繁益歯科医院 〒660-0893 06-6416-2209繁益　重貴 繁益　重貴 昭60.12. 1歯   診療所
     尼崎市西難波町１丁目２７－４ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 174530,0417,5 新谷歯科医院 〒660-0822 06-6401-0814新谷　茂樹 新谷　茂樹 昭61. 4. 1歯   診療所
     尼崎市杭瀬南新町４丁目６－２９常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 174630,0420,9 伊藤歯科医院 〒661-0025 06-6429-6001伊藤　和彦 伊藤　和彦 昭61. 4.20歯   診療所
     尼崎市立花町１丁目１８－１６ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平28. 4.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 174730,0422,5 三好歯科医院 〒661-0025 06-6422-1182三好　秀明 三好　秀明 昭61.11. 1歯   診療所
     尼崎市立花町１丁目２８番１８号常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 174830,0423,3 滝内歯科医院 〒660-0871 06-6412-6480滝内　章 滝内　章 昭61.11. 1歯   診療所
     尼崎市建家町７７番地 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 174930,0428,2 西村歯科 〒661-0001 06-6426-3828西村　三代子 西村　三代子 昭62. 5. 1歯   診療所
     尼崎市塚口本町３丁目２２番地７常　勤:    1 現存
     号ＨＡＬつかしん２階 (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 175030,0433,2 久保歯科医院 〒661-0043 06-6431-1060久保　木美恵 久保　木美恵 昭62. 9. 1歯   診療所
     尼崎市武庫元町１丁目１０－６ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 175130,0448,0 片岡歯科医院 〒661-0033 06-6436-4182片岡　昌彦 片岡　昌彦 昭63.12. 1歯   診療所
     尼崎市南武庫之荘３丁目３０－１常　勤:    1 現存
     ２　パイネリＦ１ (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 175230,0449,8 井上歯科 〒661-0953 06-6497-3700井上　秀彦 井上　秀彦 平元. 3. 1歯   診療所
     尼崎市東園田町３丁目２７－２　常　勤:    1 現存
     ロイヤル立川１階 (歯       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 175330,0450,6 やまもと歯科 〒661-0043 06-6438-5900山本　貴昭 山本　貴昭 平元. 4. 1歯   診療所
     尼崎市武庫元町１丁目２８－１エ常　勤:    1 現存
     コール・ド・ムコ２階 (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 175430,0456,3 永末歯科医院 〒660-0814 06-6487-0200永末　真嗣 永末　真嗣 平 2. 1. 1歯   診療所
     尼崎市杭瀬本町１－１２－１６ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 175530,0458,9 医療法人社団仁晴会村〒661-0025 06-6437-1460医療法人社団仁晴会　村井　茂 平 2. 2. 1歯   診療所
     井歯科医院 尼崎市立花町４丁目１１番３４号常　勤:    1理事長　村井　茂 現存
     (歯       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 175630,0464,7 和田歯科医院 〒660-0892 06-6482-3015医療法人社団和田歯科和田　千明 平 2. 8. 1歯   小歯 診療所
     尼崎市東難波町１丁目２３立花グ常　勤:    1医院　理事長　和田　 現存
     リーンハイツ７号棟４号室 (歯       1)千明 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 175730,0465,4 かめい矯正・小児歯科〒661-0953 06-6491-8815医療法人社団かめい矯亀井　有太郎 平 2. 8. 1矯歯 小歯 診療所
     クリニック 尼崎市東園田町５丁目４０番６ 常　勤:    1正・小児歯科クリニッ 現存
     (歯       1)ク　理事長　亀井　有 平29. 8. 1
     非常勤:    2太郎
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 175830,0466,2 重岡歯科医院 〒660-0803 06-6481-6480重岡　潔 重岡　潔 平 2.10. 1歯   診療所
     尼崎市長州本通１－１４－４８Ｓ常　勤:    1 現存
     ’ＦＬＡＴＳ　１階 (歯       1) 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 175930,0470,4 細原歯科医院 〒660-0823 06-6488-8160田伏　三知子 田伏　三知子 平 3. 4.13歯   診療所
     尼崎市大物町１丁目８－１８ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 4.13
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 176030,0471,2 玉田歯科クリニック 〒661-0047 06-6431-7788玉田　清 玉田　清 平 3. 7. 1歯   診療所
     尼崎市西昆陽２－１８－１ロイヤ常　勤:    1 現存
     ルメゾン武庫之荘１０１ (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 176130,0473,8 加藤歯科 〒660-0052 06-6412-2248加藤　斉久 加藤　斉久 平 3. 8. 1歯   診療所
     尼崎市七松町１－１９－２０ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 176230,0474,6 菅原歯科クリニック 〒661-0012 06-6428-7556菅原　正之 菅原　正之 平 3. 8. 1歯   診療所
     尼崎市南塚口町８－４６－１０ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 176330,0475,3 増山歯科医院 〒661-0002 06-6428-7703増山　博之 増山　博之 平 3. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     尼崎市塚口町５丁目３９番地の５常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平24. 9. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 176430,0479,5 西本歯科医院 〒661-0981 06-6494-4184西本　清二 西本　清二 平 3.11. 1歯   診療所
     尼崎市猪名寺２丁目２－１０　フ常　勤:    1 現存
     ァミーユⅡ１階 (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 176530,0481,1 小田切歯科 〒661-0012 06-6428-0558小田切　毅寿 小田切　毅寿 平 4. 4. 1歯   診療所
     尼崎市南塚口町６－４－１　バザ常　勤:    1 現存
     ーリ塚口１階 (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 176630,0482,9 井上歯科医院 〒661-0022 06-6427-3434井上　俊明 井上　俊明 平 4. 4. 1歯   診療所
     尼崎市尾浜町２丁目２５－１５ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 176730,0484,5 松崎歯科医院 〒661-0967 06-6493-4831松崎　建生 松崎　建生 平 4.12. 1一般         2診療所
     尼崎市浜２丁目２４－１６　サニ常　勤:    1 歯   現存
     ープラザ１０２ (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 176830,0487,8 馬場歯科医院 〒661-0023 06-6429-8011馬場　悟 馬場　悟 平 5. 3. 1歯   小歯 診療所
     尼崎市大西町３－９－１４ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 176930,0488,6 西村歯科医院 〒660-0085 06-6416-4864西村　洋次郎 西村　洋次郎 平 5. 5. 1一般         3診療所
     尼崎市元浜町２－３７ 常　勤:    1 歯   現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 177030,0489,4 あらい歯科医院 〒661-0012 06-6427-8697新井　基之 新井　基之 平 5. 5. 1歯   診療所
     尼崎市南塚口町１丁目６－１９　常　勤:    1 現存
     阪下マンション１階 (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 177130,0491,0 いちば歯科医院 〒661-0951 06-6498-3403市場　裕康 市場　裕康 平 5. 5. 1歯   診療所
     尼崎市田能３丁目１－４０　レー常　勤:    2 現存
     ベンハイム１階 (歯       2) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 177230,0493,6 クスノセ歯科医院 〒660-0892 06-6481-2181医療法人社団　クスノ楠瀬　昌宏 平 5. 5. 1歯   診療所
     尼崎市東難波町５丁目２－１６ 常　勤:    4セ歯科医院　理事長　 現存
     (歯       4)楠瀬　昌宏 平29. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 177330,0504,0 黒田歯科医院 〒661-0033 06-6436-7477医療法人社団　黒田歯黒田　勝博 平 6. 6. 1一般    診療所
     尼崎市南武庫之荘１丁目１４－２常　勤:    2科医院　理事長　黒田 歯   現存
     ３富松フルトビル３階 (歯       2)　勝博 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 177430,0505,7 すずき歯科医院 〒661-0972 06-6497-2525鈴木　康史 鈴木　康史 平 6. 8. 1一般         3診療所
     尼崎市小中島１－４－８ 常　勤:    1 歯   現存
     (歯       1) 平24. 8. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 177530,0509,9 宮脇歯科医院 〒661-0025 06-6429-1320宮脇　正樹 宮脇　正樹 平 6.12. 1歯   診療所
     尼崎市立花町２丁目１３番２号 現存
     平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 177630,0511,5 せんだ歯科医院 〒661-0975 06-6499-0648医療法人社団せんだ歯千田　茂 平 6.12. 1歯   診療所
     尼崎市下坂部２丁目２７番１２号常　勤:    1科医院　理事長　千田 現存
     　太洋ビル２階 (歯       1)　茂 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 177730,0512,3 南林歯科クリニック 〒661-0045 06-6433-7248李　繁良 李　繁良 平 7. 5. 1歯   診療所
     尼崎市武庫豊町３丁目９－１１　常　勤:    1 現存
     甲陽センター２階 (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 177830,0513,1 池永歯科 〒661-0035 06-6432-4618池永　剛久 池永　剛久 平 7. 5. 1歯   診療所
     尼崎市武庫之荘１丁目３２－１０常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 177930,0514,9 田中歯科医院 〒661-0953 06-6494-0707田中　幸耕 田中　幸耕 平 7. 5. 1歯   診療所
     尼崎市東園田町８丁目１１０－１常　勤:    1 現存
     ２東園田２１　１階１０２ (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 178030,0521,4 北見歯科 〒661-0044 06-6437-8214北見　康 北見　康 平 8. 1. 1歯   小歯 診療所
     尼崎市武庫町４丁目７－１９ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
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 178130,0522,2 シツキ歯科 〒661-0953 06-6491-9619志築　秀和 志築　秀和 平 8. 1.16歯   小歯 歯外診療所
     尼崎市東園田町５丁目１１７－４常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 1.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 178230,0524,8 歯科中西医院 〒660-0877 06-6411-6344中西　哲生 中西　哲生 平 8. 4.11歯   診療所
     尼崎市宮内町１丁目１４ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 4.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 178330,0526,3 こばやし歯科 〒661-0035 06-6436-8241小林　省吾 小林　省吾 平 8. 8. 1歯   診療所
     尼崎市武庫之荘８丁目２８－３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 178430,0527,1 あだち歯科医院 〒661-0012 06-6423-5230医療法人社団あだち歯足立　勝二 平 8. 9. 1歯   診療所
     尼崎市南塚口町２丁目１３－２８常　勤:    1科医院　理事長　足立 現存
     　塚口吉光ビル１Ｆ (歯       1)　勝二 平29. 9. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 178530,0528,9 谷口歯科クリニック 〒660-0075 06-6419-5172谷口　秀夫 谷口　秀夫 平 8.11. 1歯   診療所
     尼崎市大庄中通４－４４－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 178630,0530,5 川上歯科医院 〒661-0014 06-6426-4182川上　隆弘 川上　隆弘 平 8.12. 1歯   診療所
     尼崎市上ノ島町３丁目８－７ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 178730,0535,4 橋村歯科医院 〒661-0001 06-6427-3339橋村　孝次 橋村　孝次 平 9. 3. 1歯   小歯 歯外診療所
     尼崎市塚口本町３丁目２９－２７常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 178830,0537,0 久保歯科医院 〒660-0814 06-6489-3532医療法人社団久保歯科長島　興亞 平 9. 4. 1歯   診療所
     尼崎市杭瀬本町１丁目９－６ 常　勤:    2医院　理事長　長島　 現存
     (歯       2)興亞 平30. 4. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 178930,0538,8 大井歯科医院 〒661-0033 06-6435-1113医療法人社団大井歯科大井　正道 平 9. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     尼崎市南武庫之荘７丁目１１－１常　勤:    2医院　理事長　大井　 歯外 現存
     (歯       2)正道 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 179030,0539,6 むねひろ歯科 〒660-0054 06-6417-8461笠　宗祐 笠　宗祐 平 9. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     尼崎市西立花町２－４－１６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 7. 1
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 179130,0540,4 与那嶺歯科医院 〒661-0022 06-6429-4515與那嶺　眞人 與那嶺　眞人 平 9. 7. 1歯   診療所
     尼崎市尾浜町３－２６－５ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 179230,0541,2 坂歯科医院 〒661-0035 06-6436-0648坂　好博 坂　好博 平 9. 7. 1歯   小歯 診療所
     尼崎市武庫之荘２－８－１０ロイ常　勤:    2 交代 現存
     ヤルコート武庫之荘２階 (歯       2) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 179330,0542,0 まなべ歯科 〒661-0035 06-6433-4614真鍋　裕司 真鍋　裕司 平 9. 8. 1歯   診療所
     尼崎市武庫之荘２－３－１福助ビ常　勤:    1 新規 現存
     ル２階 (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 179430,0545,3 戸ノ内歯科診療所 〒661-0961 06-6499-0111尼崎医療生活協同組合高森　信光 平 9. 8. 1歯   小歯 診療所
     尼崎市戸ノ内町３－２９－７ 常　勤:    1　理事長　船越　正信 移動 現存
     (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 179530,0549,5 やしき歯科医院 〒661-0002 06-6422-1172矢敷　陽 矢敷　陽 平10. 4. 1歯   診療所
     尼崎市塚口町１－１５－４三木ビ常　勤:    1 移動 現存
     ル１階 (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 179630,0551,1 まえだ歯科 〒661-0012 06-6423-4618前田　博章 前田　博章 平10. 6. 1歯   診療所
     尼崎市南塚口町２丁目４－９ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 179730,0553,7 大野歯科 〒661-0953 06-6494-3918大野　良子 大野　良子 平10. 7. 1歯   小歯 診療所
     尼崎市東園田町５丁目１４１－１ 新規 現存
     アールビル１階 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 179830,0554,5 内田歯科医院 〒661-0982 06-6491-4618内田　啓一 内田　啓一 平10. 8. 1歯   小歯 診療所
     尼崎市食満７丁目８－２５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 179930,0555,2 どうがん歯科医院 〒661-0953 06-6494-8143道願　圭一 道願　圭一 平10. 8. 1歯   小歯 診療所
     尼崎市東園田町４丁目４－７メゾ常　勤:    1 新規 現存
     ンデュノール１階 (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 180030,0557,8 きしもと歯科 〒661-0003 06-6422-8258岸本　二郎 岸本　二郎 平10. 9. 1歯   小歯 診療所
     尼崎市富松町１－３７－１５エク常　勤:    1 新規 現存
     セルコートⅢ　１０２号 (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 180130,0558,6 ふくだ歯科 〒661-0033 06-4962-9103福田　豊 福田　豊 平10.12. 1歯   小歯 診療所
     尼崎市南武庫之荘６－１５－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.12. 1
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 180230,0559,4 おかだ歯科 〒661-0031 06-4962-1418岡田　謙一 岡田　謙一 平11. 1. 1歯   診療所
     尼崎市武庫之荘本町３丁目１５－常　勤:    1 新規 現存
     ２０ (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 180330,0560,2 吉竹歯科医院 〒660-0893 06-6416-6488吉竹　弘行 吉竹　弘行 平11. 1. 1歯   診療所
     尼崎市西難波町１－３－５ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 180430,0561,0 澄和会　犬飼歯科医院〒661-0043 06-6436-0815医療法人社団　澄和会犬飼　和良 平11. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     尼崎市武庫元町２丁目１７－３ソ常　勤:    2　犬飼歯科医院　理事 組織変更 現存
     レイユ武庫 (歯       2)長　犬飼　和良 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 180530,0563,6 ウカイ歯科クリニック〒661-0012 06-6422-8241鵜飼　誠 鵜飼　誠 平11. 4. 1歯   小歯 診療所
     尼崎市南塚口町７丁目２８－１共常　勤:    2 新規 現存
     栄ビル２階 (歯       2) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 180630,0568,5 石黒歯科医院 〒660-0811 06-6483-6565石黒　哲夫 石黒　哲夫 平11. 6. 1歯   診療所
     尼崎市常光寺１丁目２６－２６ア 新規 現存
     クシス常光寺１階 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 180730,0570,1 徳永歯科クリニック 〒661-0002 06-6427-6480医療法人社団　徳永歯徳永　徹 平11. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     尼崎市塚口町１丁目１２－８ 常　勤:    2科クリニック　理事長 組織変更 歯外 現存
     (歯       2)　徳永　徹 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 180830,0571,9 江森歯科 〒661-0984 06-6494-8241江森　政裕 江森　政裕 平11. 7. 1小歯 歯   診療所
     尼崎市御園１丁目１６－１２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 180930,0572,7 俣木歯科医院 〒660-0077 06-6417-1939俣木　康彰 俣木　康彰 平11. 7. 1歯   診療所
     尼崎市大庄西町１－３－５ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 181030,0576,8 いいづか歯科医院 〒660-0083 06-6418-2700飯塚　譲二 飯塚　譲二 平11.11. 1歯   歯外 診療所
     尼崎市道意町４－４２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 181130,0579,2 よしだ歯科 〒661-0976 06-6492-7275 田　優 田　優 平11.11. 1歯   診療所
     尼崎市潮江１－４－２－２０１ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 181230,0580,0 吉田歯科医院 〒660-0072 06-6419-4618吉田　博昭 吉田　博昭 平12. 3. 1歯   診療所
     尼崎市大庄川田町１８－４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 181330,0581,8 寺浦歯科医院 〒660-0054 06-6419-4180医療法人社団寺浦歯科寺浦　康夫 平12. 2. 1歯   矯歯 診療所
     尼崎市西立花町２丁目３－１ハイ常　勤:    2医院　理事長　寺浦　 組織変更 現存
     ムコーア２０１ (歯       2)康夫 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 181430,0582,6 伊沢歯科 〒660-0064 06-6418-8314伊澤　 一 伊澤　 一 平12. 3. 1歯   診療所
     尼崎市稲葉荘２－１－１ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 181530,0583,4 うめざわ歯科 〒661-0953 06-4960-5577梅澤　靖匡 梅澤　靖匡 平12. 4. 1歯   小歯 診療所
     尼崎市東園田町９－１６－８フィ常　勤:    1 新規 現存
     オーレソノダ２０５ (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 181630,0586,7 山本歯科 〒661-0033 06-6438-3052山本　暁 山本　暁 平12. 4. 1歯   診療所
     尼崎市南武庫之荘１－２９－３７常　勤:    1 移動 現存
     フォルザ武庫之荘１階 (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 181730,0588,3 清水歯科 〒660-0052 06-6416-5258清水　泰知 清水　泰知 平12. 5. 1歯   診療所
     尼崎市七松町１丁目２－１－３０常　勤:    1 移動 現存
     ３ (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 181830,0589,1 田村歯科医院 〒660-0077 06-6416-0027田村　圭助 田村　圭助 平12. 8. 1歯   診療所
     尼崎市大庄西町２－２３－３０ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 181930,0593,3 医療法人社団　翔己会〒661-0035 06-6434-3300医療法人社団翔己会　甲斐　智之 平12.12. 1歯   小歯 矯歯診療所
     　かい歯科 尼崎市武庫之荘１丁目５－７ 常　勤:    6理事長　甲斐　智之 組織変更 歯外 現存
     (歯       6) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 182030,0596,6 竹内歯科クリニック 〒660-0062 06-6415-0648竹内　圭子 竹内　圭子 平13. 3. 1歯   小歯 歯外診療所
     尼崎市浜田町４－５イズミヤカナ常　勤:    2 新規 現存
     ートモール２階 (歯       2) 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 182130,0601,4 清水歯科医院 〒661-0035 06-6434-1567清水　雅哲 清水　雅哲 平13. 6. 1歯   診療所
     尼崎市武庫之荘１丁目２－３カサ常　勤:    1 新規 現存
     ベラ武庫之荘１階１０２ (歯       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 182230,0602,2 松岡歯科医院 〒660-0883 06-6413-1208医療法人社団　松岡歯松岡　英生 平13. 7. 1歯   診療所
     尼崎市神田北通２丁目１２－１大常　勤:    2科医院　理事長　松岡 移動 現存
     陽ビル２階 (歯       2)　英生 平25. 7. 1
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 182330,0606,3 よしだ歯科クリニック〒661-0012 06-6420-8469吉田　穰次 吉田　穰次 平14. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     尼崎市南塚口町３丁目１１－２４常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 182430,0607,1 浜本歯科医院 〒661-0023 06-6428-0088濱本　仁 濱本　仁 平14. 1. 1歯   小歯 診療所
     尼崎市大西町１丁目９－２ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 182530,0608,9 たけざき歯科医院 〒661-0976 06-6493-1256竹崎　靖 竹崎　靖 平14. 3. 1歯   小歯 歯外診療所
     尼崎市潮江１丁目１５－３－１０常　勤:    1 新規 現存
     ３ (歯       1) 平26. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 182630,0610,5 かもい歯科 〒660-0893 06-4869-0648鴨井　素行 鴨井　素行 平14. 4. 1歯   小歯 診療所
     尼崎市西難波町３丁目２４－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 182730,0611,3 井上歯科医院 〒661-0012 06-6427-8141井上　俊治 井上　俊治 平14. 4. 1歯   診療所
     尼崎市南塚口町１－１６－６ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平26. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 182830,0612,1 管野歯科医院 〒661-0012 06-6422-0697管野　秀晴 管野　秀晴 平14. 4. 1歯   診療所
     尼崎市南塚口町１丁目６－８ 常　勤:    2 移動 現存
     (歯       2) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 182930,0613,9 白岡歯科医院 〒660-0881 06-6488-3035白岡　顯 白岡　顯 平14. 4. 1歯   診療所
     尼崎市昭和通１丁目８－１６ 常　勤:    2 移動 現存
     (歯       2) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 183030,0614,7 直田歯科医院 〒660-0812 06-6401-1815直田　行雄 直田　行雄 平14. 4. 1歯   診療所
     尼崎市今福１－１－２９－１０２常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 183130,0615,4 栗本歯科医院 〒660-0874 06-6416-3830栗本　治 栗本　治 平14. 5. 1歯   診療所
     尼崎市西本町８丁目３７０ドリー常　勤:    1 移動 現存
     ムハイツ尼崎１階 (歯       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 183230,0616,2 平田歯科医院 〒660-0077 06-6413-4182平田　一夫 平田　一夫 平14. 6. 1歯   小歯 診療所
     尼崎市大庄西町２－２２－３０キ常　勤:    1 新規 現存
     ャピタル武庫川１０５ (歯       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 183330,0617,0 尾上歯科医院 〒660-0063 06-6419-5180尾上　雄平 尾上　雄平 平14. 6.24歯   診療所
     尼崎市大庄北３－３１－３３レジ常　勤:    1 移動 現存
     デンス高尾１階 (歯       1) 平26. 6.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 183430,0619,6 水野歯科医院 〒661-0031 06-6432-8148水野　康朗 水野　康朗 平14.10. 1歯   小歯 矯歯診療所
     尼崎市武庫之荘本町１丁目４－１常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 183530,0621,2 せき歯科クリニック 〒661-0032 06-4962-5150関　良太 関　良太 平15. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     尼崎市武庫之荘東１－２３－７ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平27. 4. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 183630,0622,0 末松歯科クリニック 〒661-0953 06-6493-6811医療法人社団　末松歯堤上　智未 平15. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     尼崎市東園田町四丁目９５番地１常　勤:    2科クリニック　理事長 組織変更 現存
     ３ (歯       2)　堤上　智未 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 183730,0624,6 中山歯科医院 〒661-0035 06-6433-1884中山　靖子 中山　靖子 平15.10. 1歯   小歯 診療所
     尼崎市武庫之荘５－１３－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 183830,0625,3 延原歯科医院 〒660-0884 06-6411-9491玄　哲行（延原哲行）玄　哲行（延原哲行）平15.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     尼崎市神田中通６丁目２２１ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 183930,0626,1 ひろし歯科 〒661-0953 06-6493-5711安倉　弘二 安倉　弘二 平15.12. 1歯   小歯 診療所
     尼崎市東園田町３丁目３１－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 184030,0628,7 鎌谷歯科医院 〒661-0001 06-6426-1811鎌谷　理平 鎌谷　理平 平16. 1. 1歯   歯外 小歯診療所
     尼崎市塚口本町４丁目６番１２号常　勤:    1 移動 矯歯 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 184130,0629,5 さかたに歯科医院 〒661-0965 06-6494-6480酒谷　直樹 酒谷　直樹 平16. 4. 1歯   小歯 診療所
     尼崎市次屋４丁目４－２８南海ビ常　勤:    1 新規 現存
     ル２階 (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 184230,0630,3 住田歯科診療医院 〒661-0953 06-4960-8110住田　昌彦 住田　昌彦 平16. 5. 1歯   小歯 診療所
     尼崎市東園田町４－６６－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 184330,0635,2 三山歯科 〒661-0012 06-6426-3488三山　 史 三山　 史 平16. 7. 1歯   診療所
     尼崎市南塚口町２－１７－１４サ常　勤:    1 移動 現存
     ニーハイツ１階 (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 184430,0639,4 やすらぎ歯科医院 〒661-0976 06-6492-8148名越　丈洋 名越　丈洋 平16. 9. 1歯   小歯 矯歯診療所
     尼崎市潮江１丁目１６－１阪急オ常　勤:    2 新規 歯外 現存
     アシス尼崎潮江店３Ｆ (歯       2) 平28. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 184530,0642,8 加藤歯科 〒660-0063 066-413-2269加藤　裕司 加藤　裕司 平17. 4. 1歯   診療所
     尼崎市大庄北３－５－１ツインズ常　勤:    1 新規 現存
     小西１階 (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 184630,0643,6 医療法人　村内歯科医〒661-0981 06-6494-2050医療法人社団　村内歯村内　光一 平17. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     院 尼崎市猪名寺２－１０－１４ 常　勤:    4科医院　理事長　村内 移動 現存
     (歯       4)　光一 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 184730,0644,4 なかやま歯科 〒660-0883 06-6419-6488中山　裕司 中山　裕司 平17. 5. 1歯   小歯 診療所
     尼崎市神田北通６丁目１６２番１ 新規 現存
     －２ジュエルコート神田１０３号 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 184830,0645,1 小野歯科医院 〒660-0063 06-6416-0020小野　毅 小野　毅 平17. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     尼崎市大庄北４－１０－２８ 常　勤:    1 交代 矯歯 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 184930,0648,5 まじま歯科医院 〒660-0883 06-6411-3777間島　雄一 間島　雄一 平17. 9. 1歯   小歯 診療所
     尼崎市神田北通り４丁目１０１－常　勤:    1 新規 現存
     ２０２ (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 185030,0650,1 ふくち歯科 〒660-0814 06-6482-4233福地　隆 福地　隆 平17.10. 1歯   診療所
     尼崎市杭瀬本町１－１３－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 185130,0652,7 朝井矯正歯科 〒661-0002 06-6427-8008朝井　寛之 朝井　寛之 平18. 3. 1矯歯 診療所
     尼崎市塚口町１－１８－１３ロイ常　勤:    1 新規 現存
     ヤル塚口１Ｆ (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 185230,0653,5 たかおか歯科クリニッ〒660-0828 06-6481-3718髙岡　清治 髙岡　清治 平18. 5. 1歯   診療所
     ク 尼崎市東大物町１－２－１ 新規 現存
     平30. 5. 1
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 185330,0655,0 きはら歯科 〒661-0976 06-6495-3418木原　美智男 木原　美智男 平18. 7. 1歯   診療所
     尼崎市潮江１－２１－１アミング常　勤:    2 新規 現存
     潮江イーストＡ１棟１０８ (歯       2) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 185430,0656,8 加藤歯科医院 〒660-0861 06-6413-1100医療法人社団加藤歯科加藤　潤一郎 平18. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     尼崎市御園町５番地尼崎土井ビル常　勤:    1医院　理事長　加藤　 移動 現存
     ディング２階 (歯       1)潤一郎 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 185530,0658,4 オパールデンタルクリ〒661-0033 06-6436-0088下田　徹 下田　徹 平18. 9. 1歯   歯外 矯歯診療所
     ニック 尼崎市南武庫之荘３丁目２５－１常　勤:    1 新規 現存
     ０ＮＡＶＩ３０６　１Ｆ (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 185630,0659,2 ピーチ歯科 〒661-0983 06-6499-0555湯浅　美和子 湯浅　美和子 平18.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     尼崎市口田中１丁目２－５０カー常　勤:    1 新規 現存
     サマリノス１０１ (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 185730,0661,8 ないとう歯科 〒661-0025 06-6422-6474内藤　淳夫 内藤　淳夫 平18.12. 1歯   診療所
     尼崎市立花町１丁目２６－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 185830,0664,2 大林歯科医院 〒661-0025 06-6429-0091大林　一義 大林　一義 平19. 3. 4歯   診療所
     尼崎市立花町２丁目１８－９ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平25. 3. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 185930,0665,9 花田矯正歯科 〒660-0827 06-6482-4021花田　勝則 花田　勝則 平19. 4. 1矯歯 歯   診療所
     尼崎市西大物町１２番４１号アマ常　勤:    1 移動 現存
     ゴッタ５階 (歯       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 186030,0667,5 ながみね歯科クリニッ〒660-0052 06-4869-4618長峯　隆史 長峯　隆史 平19. 5. 1歯   歯外 小歯診療所
     ク 尼崎市七松町１－３－１－１２３ 移動 矯歯 現存
     平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 186130,0668,3 永井歯科医院 〒661-0033 06-6431-7081医療法人社団　康佑会永井　康照 平19. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     尼崎市南武庫之荘２丁目３３番６常　勤:    2　理事長　永井　康照 組織変更 現存
     号グランディール１階 (歯       2) 平25. 5. 1
     非常勤:   13
     (歯      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 186230,0669,1 はたい歯科醫院 〒661-0033 06-4962-6480幡井　啓二 幡井　啓二 平19. 8. 1歯   小歯 矯歯診療所
     尼崎市南武庫之荘１－１８－１メ常　勤:    1 新規 歯外 現存
     ディカ１　２０１号室 (歯       1) 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 186330,0670,9 ふじた歯科 〒661-0953 06-4960-7822藤田　憲治 藤田　憲治 平19.11. 1歯   小歯 診療所
     尼崎市東園田町１丁目７７アット常　勤:    1 新規 現存
     ホームふじた１Ｆ (歯       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 186430,0671,7 にしむら歯科 〒660-0884 06-6411-0860西村　望 西村　望 平20. 5. 1歯   歯外 診療所
     尼崎市神田中通２－１７　毎日ビ常　勤:    1 新規 現存
     ル３階 (歯       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 186530,0674,1 井波歯科医院 〒660-0892 06-6401-1117井波　眞紀子 井波　眞紀子 平20. 6.17歯   歯外 診療所
     尼崎市東難波町５丁目１８－９　常　勤:    1 交代 現存
     秋月ビル１Ｆ (歯       1) 平26. 6.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 186630,0675,8 くろだ歯科医院 〒660-0055 06-6419-2828黒田　郁夫 黒田　郁夫 平20. 7. 1歯   歯外 小歯診療所
     尼崎市稲葉元町２－１８－１２　常　勤:    1 移動 現存
     マツモトビル１Ｆ (歯       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 186730,0676,6 山井歯科クリニック 〒660-0077 06-6419-5111山井　元錫 山井　元錫 平20. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     尼崎市大庄西町１－４－８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 9. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 186830,0677,4 武庫之荘駅前かい矯正〒661-0035 06-6432-5454医療法人社団翔己会　甲斐　康司 平20. 9. 1歯   矯歯 診療所
     歯科 尼崎市武庫之荘２丁目－１－１Ａ常　勤:    1理事長　甲斐　智之 新規 現存
     ＴＳＴビル２Ｆ (歯       1) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 186930,0678,2 尼崎医療生活協同組合〒660-0064 06-4869-4120尼崎医療生活協同組合冨澤　洪基 平20. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     　生協歯科 尼崎市稲葉荘４丁目６番２７号 常　勤:    3　理事長　船越　正信 移動 現存
     (歯       3) 平26. 9. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 187030,0681,6 大隈病院附属歯科クリ〒660-0814 06-4868-8700医療法人朗源会　理事川口　直樹 平21. 3. 9歯   歯外 診療所
     ニック 尼崎市杭瀬本町２丁目１７番１号常　勤:    1長　大隈　義彦 移動 現存
     (歯       1) 平27. 3. 9
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 187130,0682,4 オオマチ歯科クリニッ〒661-0012 06-6420-7888大間知　資雄 大間知　資雄 平21. 4. 1歯   歯外 小歯診療所
     ク 尼崎市南塚口町２丁目４０－２６常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平27. 4. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
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 187230,0683,2 むらうち歯科クリニッ〒661-0002 06-6422-5555村内　利光 村内　利光 平21. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 尼崎市塚口町４丁目２３－２ 常　勤:    5 新規 矯歯 現存
     (歯       5) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 187330,0685,7 医療法人社団康佑会　〒660-0054 06-6411-8009医療法人社団康佑会　瓦田　晶己 平21.12. 1歯   小歯 診療所
     はまうらパーク歯科 尼崎市西立花町３丁目４番１号パ常　勤:    1理事長　永井　康照 新規 現存
     ークビル１０１号 (歯       1) 平27.12. 1
     非常勤:    7
     (歯       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 187430,0686,5 やすだ歯科 〒661-0976 06-6492-6480安田　大勲 安田　大勲 平22. 1. 1歯   診療所
     尼崎市潮江１－５－１ルネマスタ常　勤:    2 新規 現存
     ーズタワー１Ｆ (歯       2) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 187530,0687,3 武庫之荘駅前アリス歯〒661-0033 06-7493-2784城田　喜行 城田　喜行 平22. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     科 尼崎市南武庫之荘１丁目１９番１常　勤:    1 新規 現存
     号有恒ビル３０２号 (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 187630,0688,1 尼崎ガーデン歯科 〒661-0976 06-6496-4618高山　昌顕 高山　昌顯 平22. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     尼崎市潮江１丁目３番３５号尼崎常　勤:    1 新規 歯外 現存
     クロスウオーク３階 (歯       1) 平28. 5. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 187730,0694,9 葛西歯科医院 〒661-0025 06-6428-2288葛西　康宏 葛西　康宏 平22. 6. 1歯   小歯 診療所
     尼崎市立花町１－１９－４０ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 187830,0695,6 ひらき歯科 〒660-0814 06-6483-4338糸田川　拓也 糸田川　拓也 平22. 9. 1歯   診療所
     尼崎市杭瀬本町３－１－７８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 187930,0696,4 佐藤歯科医院 〒660-0881 06-6411-0976佐藤　洋 佐藤　洋 平22.12.12歯   小歯 歯外診療所
     尼崎市昭和通８丁目２８６ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平28.12.12
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 188030,0697,2 ひさい歯科医院 〒660-0872 06-6413-8887久井　良之 久井　良之 平23. 1. 4歯   診療所
     尼崎市玄番北之町２６－１－１０常　勤:    2 移動 現存
     ５ (歯       2) 平29. 1. 4
     非常勤:    2
     (歯       2)
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 188130,0698,0 ポプラ歯科クリニック〒661-0011 06-6421-1200濱野　良 濱野　良 平23. 2. 1歯   小歯 歯外診療所
     尼崎市東塚口町１丁目１３－５フ常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     ェリーチェ塚口１Ｆ (歯       1) 平29. 2. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 188230,0699,8 米花歯科医院 〒661-0953 06-4960-6066米花　晃人 米花　晃人 平23. 3.20歯   小歯 矯歯診療所
     尼崎市東園田町５－３５ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平29. 3.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 188330,0701,2 アオキ歯科医院 〒660-0802 06-6482-7888医療法人社団アオキ歯青木　誠喜 平23. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     尼崎市長洲中通一丁目１番７号 常　勤:    2科医院　理事長　青木 組織変更 歯外 現存
     (歯       2)　誠喜 平29. 4. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 188430,0702,0 杉本歯科クリニック 〒661-0035 06-6437-2846医療法人社団杉本歯科杉本　圭介 平23. 4. 1歯   歯外 矯歯診療所
     尼崎市武庫之荘２－２７－１ 常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     (歯       1)杉本　圭介 平29. 4. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 188530,0703,8 ながとし歯科医院 〒661-0043 06-6434-1232中井　長年 中井　長年 平23. 8. 1歯   小歯 歯外診療所
     尼崎市武庫元町２丁目２２番１号常　勤:    1 新規 現存
     寺澤店舗１階 (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 188630,0704,6 Ｃｏｃｏｒｏ　Ｄｅｎ〒661-0953 06-6491-6480青木　弘一 青木　弘一 平23. 8. 1歯   小歯 歯外診療所
     ｔａｌ　Ｃｌｉｎｉｃ尼崎市東園田町９丁目８－２５ 常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 188730,0705,3 井上歯科 〒661-0035 06-6432-1818医療法人社団井上歯科井上　耕次 平23. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     尼崎市武庫之荘１丁目１２番１０常　勤:    5　理事長　井上　耕次 組織変更 歯外 現存
     号 (歯       5) 平29. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 188830,0706,1 板垣歯科 〒660-0813 06-6481-1201政春　明子 政春　明子 平23. 9.20歯   診療所
     尼崎市杭瀬寺島１－３－２６ 常　勤:    2 その他 現存
     (歯       2) 平29. 9.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 188930,0707,9 にしだ歯科 〒661-0976 06-6498-5454西田　幸一 西田　幸一 平23.12. 1歯   診療所
     尼崎市潮江１丁目３３番３２号ス常　勤:    1 移動 現存
     テラコート潮江１Ｆ (歯       1) 平29.12. 1
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 189030,0709,5 吉田歯科クリニック 〒661-0965 06-7502-5397吉田　秀次 吉田　秀次 平24. 2. 1歯   小歯 診療所
     尼崎市次屋２－１１－７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 189130,0710,3 岡本歯科医院 〒660-0876 06-6411-3127岡本　善弘 岡本　善弘 平24. 2.15歯   診療所
     尼崎市竹谷町１丁目１７番地 常　勤:    1 その他 現存
     (歯       1) 平30. 2.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 189230,0711,1 かわばた矯正歯科 〒661-0976 06-4960-2233医療法人社団かわばた川端　庄一郎 平24. 5. 1矯歯 診療所
     尼崎市潮江１丁目４番３号シティ常　勤:    2矯正歯科　理事長　川 組織変更 現存
     ハイツ尼崎駅前１０１ (歯       2)端　庄一郎 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 189330,0713,7 中道歯科医院 〒661-0035 06-6431-3788中道　佳菜代 中道　佳菜代 平24. 7. 3歯   診療所
     尼崎市武庫之荘４丁目２１番５号常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平24. 7. 3
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 189430,0715,2 アクア畠中歯科 〒660-0081 06-6417-2522畠中　龍生 畠中　龍生 平24. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     尼崎市蓬川町３０２－１６ザ・ガ常　勤:    1 新規 現存
     ーデネスクシティアクア館１０２(歯       1) 平24. 9. 1
     号
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 189530,0716,0 福島歯科医院 〒660-0881 06-6411-0633福島　卓司 福島　卓司 平24. 8. 1歯   小歯 診療所
     尼崎市昭和通９－３２６ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 189630,0719,4 みちざわ歯科医院 〒661-0982 06-4960-0648道澤　雅裕 道澤　雅裕 平25. 2. 1歯   歯外 小歯診療所
     尼崎市食満７丁目１－３７ネオコ常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     ートケマ１０２ (歯       1) 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 189730,0720,2 やつづか歯科医院 〒661-0035 06-7505-4183八束　真一 八束　真一 平25. 3. 1歯   小歯 歯外診療所
     尼崎市武庫之荘１－１０－１０エ常　勤:    1 新規 現存
     スポワールビル２０１ (歯       1) 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 189830,0721,0 松野歯科医院 〒661-0976 06-6495-1230松野　彰仁 松野　彰仁 平25. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     尼崎市潮江４丁目２－１ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平25. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 189930,0722,8 あそうデンタルケア 〒661-0033 06-6435-9995麻生　大昌 麻生　大昌 平25. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     尼崎市南武庫之荘１－７－１０－常　勤:    1 新規 現存
     １０２ (歯       1) 平25. 5. 1
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 190030,0724,4 やすらぎ歯科医院 〒661-0953 06-6492-8341橋口　広幸 橋口　広幸 平25. 6. 1歯   小歯 矯歯診療所
     尼崎市東園田町９丁目４８－１園常　勤:    1 その他 歯外 現存
     田阪急プラザ１Ｆ－１０８Ａ (歯       1) 平25. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 190130,0725,1 村田歯科医院 〒660-0893 06-6481-9031村田　利貴 村田　利貴 平25. 6. 1歯   診療所
     尼崎市西難波町６丁目１０－３０常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 190230,0726,9 なお歯科医院 〒661-0002 06-6428-6480遠茂谷　直子 遠茂谷　直子 平25. 8. 1歯   小歯 診療所
     尼崎市塚口町１丁目３－４　玉屋常　勤:    1 新規 現存
     ビル２Ｆ (歯       1) 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 190330,0727,7 とみひさ歯科クリニッ〒661-0024 06-4950-0555富久　賢哉 富久　賢哉 平25. 9. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ク 尼崎市三反田町３－６－２３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 190430,0728,5 松原デンタルクリニッ〒661-0033 06-6434-1113松原　正典 松原　正典 平25.10. 7歯   歯外 小歯診療所
     ク 尼崎市南武庫之荘１丁目３－１ド常　勤:    1 新規 現存
     ルチェ武庫之荘１０１ (歯       1) 平25.10. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 190530,0730,1 あべ歯科クリニック 〒661-0979 06-6497-2888医療法人社団幸之会　安部　幸孝 平25.11.25歯   小歯 診療所
     尼崎市上坂部３丁目１１番１号フ常　勤:    3理事長　安部　幸孝 移動 現存
     レアージュ塚口１階（Ｂ－１・２(歯       3) 平25.11.25
     号室）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 190630,0731,9 しろくま歯科 〒661-0002 06-6421-4690水内　若菜 水内　若菜 平26. 2. 1歯   診療所
     尼崎市塚口町１丁目２３－１０ナ常　勤:    1 新規 現存
     ッツダムスタジオーネ１０１ (歯       1) 平26. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 190730,0732,7 そえだ歯科医院 〒660-0877 06-6412-4618添田　充宏 添田　充宏 平26. 2. 1歯   小歯 歯外診療所
     尼崎市宮内町２丁目７６番地サン常　勤:    1 新規 現存
     ・シャイン１０２ (歯       1) 平26. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 190830,0733,5 永田歯科医院 〒661-0026 06-6435-9940永田　宏憲 永田　宏憲 平26. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     尼崎市水堂町１丁目２０－１５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 190930,0735,0 清水歯科医院 〒661-0979 06-6491-0151清水　雅裕 清水　雅裕 平26. 3. 1歯   診療所
     尼崎市上坂部３－１６－２ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平26. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 191030,0736,8 フジタ歯科医院 〒661-0035 06-6435-3119藤田　崇夫 藤田　崇夫 平26. 5. 1歯   小歯 診療所
     尼崎市武庫之荘５－６－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 191130,0737,6 にしうら歯科クリニッ〒661-0979 06-4960-1118医療法人社団　にしう西浦　宏宰 平26. 5. 1歯   診療所
     ク 尼崎市上坂部３－１３－１０ 常　勤:    3ら歯科クリニック　理 組織変更 現存
     (歯       3)事長　西浦　宏宰 平26. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 191230,0738,4 いぶき歯科医院 〒661-0021 06-6427-3005医療法人ＩＤＣ　理事伊吹　薫 平26. 5. 1歯   歯外 小歯診療所
     尼崎市名神町一丁目１１番１号ア常　勤:    2長　伊吹　薫 組織変更 矯歯 現存
     ビーロード名神１Ｆ (歯       2) 平26. 5. 1
     非常勤:    8
     (歯       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 191330,0739,2 くるみ歯科 〒661-0025 06-6438-5255杉原　真一郎 杉原　真一郎 平26. 7. 1歯   診療所
     尼崎市立花町４丁目１６番３０号常　勤:    1 新規 現存
     渡部ハイツ１０３ (歯       1) 平26. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 191430,0740,0 医療法人社団中井歯科〒661-0002 06-6422-2860医療法人社団中井歯科中井　洋 平26. 6. 1歯   小歯 矯歯診療所
     医院 尼崎市塚口町３丁目２６番地の６常　勤:    1医院　理事長　中井　 組織変更 歯外 現存
     (歯       1)順一 平26. 6. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 191530,0741,8 中島歯科医院 〒660-0052 06-6416-5244中島　哲 中島　哲 平26.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     尼崎市七松町２丁目１－１ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 191630,0742,6 ハイズ歯科・矯正歯科〒661-0033 06-6432-8100林　大祐 林　大祐 平27. 2. 1歯   小歯 矯歯診療所
     クリニック 尼崎市南武庫之荘１－２０－１０常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平27. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 191730,0743,4 ひなた歯科 〒661-0965 06-6480-5558医療法人社団ひなた歯福嶋　正康 平27. 1. 1歯   小歯 診療所
     尼崎市次屋３－１３－１８イオン常　勤:    1科　理事長　福嶋　正 組織変更 現存
     尼崎店ショッピングモール２０３(歯       1)康 平27. 1. 1
     号
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 191830,0744,2 福田歯科医院 〒661-0953 06-6491-7623福田　倫明 福田　倫明 平27. 1. 1歯   診療所
     尼崎市東園田町５丁目１４の１ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平27. 1. 1
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 191930,0745,9 すずき歯科クリニック〒660-0807 06-6487-4618鈴木　勉 鈴木　勉 平27. 3. 1歯   小歯 診療所
     尼崎市長洲西通１－２－３藤和シ常　勤:    2 移動 現存
     ティーホームズ１Ｆ　１０３ (歯       2) 平27. 3. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 192030,0746,7 こばやしデンタルクリ〒660-0051 06-6482-4182小林　靖宜 小林　靖宜 平27. 5. 1歯   歯外 小歯診療所
     ニック 尼崎市東七松町１－１０－１８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 192130,0749,1 石川歯科医院 〒661-0033 06-6438-5565石川　亮 石川　亮 平27. 6. 1歯   診療所
     尼崎市南武庫之荘１－１２－２０常　勤:    1 新規 現存
     モダリエ２Ｆ (歯       1) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 192230,0750,9 ごおデンタルクリニッ〒661-0001 06-4961-6055西野　剛央 西野　剛央 平27. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 尼崎市塚口本町３－３２－２０ロ常　勤:    1 新規 現存
     イヤルハイツつかしん１Ｆ (歯       1) 平27. 6. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 192330,0751,7 山口歯科医院 〒661-0012 06-6426-2024医療法人社団　山口歯山口　靖弘 平27. 6. 1歯   歯外 小歯診療所
     尼崎市南塚口町二丁目３９番３１常　勤:    1科医院　理事長　山口 組織変更 矯歯 現存
     号 (歯       1)　靖弘 平27. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 192430,0753,3 医療法人信宏会　はし〒661-0033 06-6439-7539医療法人信宏会　理事橋詰　準也 平27.11. 1歯   小歯 矯歯診療所
     づめ歯科クリニック 尼崎市南武庫之荘１丁目８番２１常　勤:    2長　田治米　元信 新規 歯外 現存
     号ブルームⅡ１０１号 (歯       2) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 192530,0754,1 たにぐち歯科クリニッ〒661-0012 06-6415-6480谷口　雄亮 谷口　雄亮 平27.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 尼崎市南塚口町３丁目３－１５ 常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 192630,0756,6 白川歯科クリニック 〒661-0979 06-4960-0877医療法人社団ＳＤＣ　白川　隆之 平28. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     尼崎市上坂部２丁目２番７号 常　勤:    1理事長　白川　隆之 組織変更 歯外 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 192730,0757,4 坪田歯科医院 〒661-0025 06-6426-0198坪田　知士 坪田　知士 平28. 4. 1歯   歯外 小歯診療所
     尼崎市立花町１－１３－６ルミエ常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     ール立花１０１ (歯       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 192830,0759,0 あおぞらデンタルクリ〒661-0953 06-4960-1182 　卓朗 　卓朗 平28. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     ニック 尼崎市東園田町４丁目７２－１ 常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 192930,0760,8 医療法人社団ＳＤＣ　〒661-0976 06-4960-0877医療法人社団　ＳＤＣ白神　翔 平28. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     新都心歯科クリニック尼崎市潮江１丁目３番４３号 常　勤:    1　理事長　白川　隆之 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 193030,0761,6 たまむら矯正歯科 〒661-0033 06-6439-6179医療法人　長真会　理玉村　長都 平28. 5. 1矯歯 診療所
     尼崎市南武庫之荘１丁目１４－１常　勤:    1事長　玉村　長都 組織変更 現存
     森陽ビル２階 (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 193130,0762,4 矢冨歯科医院 〒660-0075 06-6416-7409矢冨　晃一朗 矢冨　晃一朗 平28. 5. 1歯   歯外 矯歯診療所
     尼崎市大庄中通１－９７ 常　勤:    2 交代 小歯 現存
     (歯       2) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 193230,0763,2 奥野歯科医院 〒660-0893 06-6481-4852奥野　直明 奥野　直明 平28. 7. 1歯   小歯 診療所
     尼崎市西難波町４丁目４－１２ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 193330,0764,0 中嶋歯科医院 〒661-0012 06-6427-8001中嶋　正人 中嶋　正人 平28. 8. 1歯   小歯 歯外診療所
     尼崎市南塚口町４－２－１ 常　勤:    1 その他 現存
     (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 193430,0765,7 ますたに歯科 〒660-0892 06-6489-2224舛谷　竜宏 舛谷　竜宏 平28. 8.29歯   小歯 診療所
     尼崎市東難波町３－２２－３４ア常　勤:    1 移動 現存
     リビオ梅の里１Ｆ (歯       1) 平28. 8.29
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 193530,0766,5 ＳＵＭＩＤＡ　ＤＥＮ〒661-0035 06-6435-8810住田　渉 住田　渉 平28.11. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ＴＡＬ　ＣＬＩＮＩＣ尼崎市武庫之荘１丁目３７番１４常　勤:    1 新規 歯外 現存
     号 (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 193630,0767,3 富永歯科医院 〒661-0012 06-6428-1811富永　貴也 富永　貴也 平28.11. 1歯   歯外 小歯診療所
     尼崎市南塚口町１丁目１２－４ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 193730,0769,9 医療法人郁明会　塚口〒661-0979 06-6493-0033医療法人郁明会　理事内藤　真人 平29. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     駅前デンタルクリニッ尼崎市上坂部一丁目１番１号ＶＩ常　勤:    1長　齊藤　光一郎 組織変更 歯外 現存
     ク ＥＲＲＡ塚口１階 (歯       1) 平29. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 193830,0771,5 はらだ歯科クリニック〒661-0983 06-6499-0067医療法人社団　はらだ原田　貴司 平29. 6. 1歯   矯歯 小歯診療所
     尼崎市口田中２丁目１－２５ 常　勤:    1歯科クリニック　理事 組織変更 歯外 現存
     (歯       1)長　原田　貴司 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 193930,0772,3 公益財団法人　尼崎口〒660-0892 06-6481-3005公益財団法人　尼崎口中川　誠仁 平29. 6. 1歯   小歯 診療所
     腔衛生センター 尼崎市東難波町四丁目１３番１４常　勤:    1腔衛生センター　代表 移動 現存
     号 (歯       1)理事　森山　敏夫 平29. 6. 1
     非常勤:  185
     (歯     185)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 194030,0773,1 ケイズ歯科医院 〒661-0966 06-6499-3322田中　圭一 田中　圭一 平29.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     尼崎市西川２丁目３５番１号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 194130,0774,9 ＫＡＮＤＡ　ＤＥＮＴ〒660-0892 06-6435-8822神田　昌彦 神田　昌彦 平29.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     ＡＬ　ＣＬＩＮＩＣ 尼崎市東難波町２丁目１６番１７常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 194230,0775,6 カナザワ矯正小児歯科〒661-0025 06-6438-6480医療法人社団沢会カナ金澤　真亨 平29.10. 1歯   小歯 矯歯診療所
     尼崎市立花町四丁目１番３号 ザワ矯正小児歯科　理 移動 現存
     事長　金澤　真亨 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 194330,0776,4 正木歯科クリニック 〒661-0032 06-6434-1182正木　成久 正木　成久 平29.12. 1歯   小歯 矯歯診療所
     尼崎市武庫之荘東２－２５－３６常　勤:    2 新規 歯外 現存
     (歯       2) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 194430,0777,2 小林歯科 〒661-0012 06-6429-3918医療法人社団優成会　小林　敏英 平29.11.19歯   小歯 矯歯診療所
     尼崎市南塚口町２丁目１７番９号常　勤:    3理事長　小林　敏英 移動 現存
     塚口ビル２階 (歯       3) 平29.11.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 194530,0778,0 いちむら歯科クリニッ〒661-0953 06-6497-4184医療法人社団　いちむ一村　幸代 平30. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ク 尼崎市東園田町５丁目５６番地の常　勤:    1ら歯科クリニック　理 組織変更 歯外 現存
     １　 (歯       1)事長　一村　幸代 平30. 1. 1
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 194630,0779,8 もりもと歯科 〒661-0012 06-6435-9222森本　崇 森本　崇 平30. 2. 1歯   小歯 歯外診療所
     尼崎市南塚口町８－４－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 194730,0780,6 阿部歯科・矯正歯科 〒661-0002 06-6421-2051医療法人社団　阿部歯阿部　勝也 平30. 3.26歯   矯歯 小歯診療所
     尼崎市塚口町一丁目９番地の１７常　勤:    2科医院　理事長　阿部 移動 歯外 現存
     (歯       2)　勝也 平30. 3.26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 194830,0781,4 医療法人社団すばる会〒660-0808 06-4868-9861医療法人社団すばる会久原　隆 平30. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     　久原歯科 尼崎市潮江１－１－５０ＪＲ尼崎常　勤:    5　理事長　久原　隆 組織変更 歯外 現存
     駅東ＮＫビル５階 (歯       5) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 194930,0782,2 今井歯科クリニック 〒660-0827 06-4868-8118医療法人社団青波会　今井　直人 平30. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     尼崎市西大物町１２番４１号アマ常　勤:    2理事長　今井　直人 移動 現存
     ゴッタ５階 (歯       2) 平30. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 195031,0018,9 河崎歯科医院 〒666-0034 河崎　顕史 河崎　顯史 昭39.11. 1歯   診療所
     川西市寺畑２丁目１０－２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 195131,0026,2 前田歯科医院 〒666-0024 前田　宗彦 前田　宗彦 昭43.12. 1歯   診療所
     川西市久代５丁目１－３５ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 195231,0050,2 大江歯科医院 〒666-0112 072-794-4180大江　修 大江　修 昭52. 5. 1歯   診療所
     川西市大和西１丁目６５－３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 195331,0051,0 岡歯科医院 〒666-0143 岡　修平 岡　修平 昭52. 7. 1歯   診療所
     川西市清和台西３丁目２－１２５常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 195431,0060,1 頭司歯科医院 〒666-0006 頭司　康二 頭司　康二 昭54. 8. 1歯   診療所
     川西市荻原台西１丁目６１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 195531,0062,7 井角歯科医院 〒666-0015 井角　満 井角　満 昭55. 5. 1歯   診療所
     川西市小花２丁目１３－１０ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 195631,0066,8 荒垣歯科医院 〒666-0121 0727-93-7715荒垣　雅人 荒垣　雅人 昭56. 1. 1 診療所
     川西市平野３丁目３－２９ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 195731,0074,2 八木歯科医院 〒666-0123 0727-93-8260八木　由紀子 八木　由紀子 昭57. 8. 1歯   診療所
     川西市鼓が滝１丁目２８－１１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 195831,0075,9 マツムラ歯科医院 〒666-0033 072-758-0369松村　吉克 松村　吉克 昭57. 9. 1歯   診療所
     川西市栄町４－２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 195931,0077,5 島津歯科医院 〒666-0142 0727-98-1002島津　悦子 島津　悦子 昭59. 4. 1歯   診療所
     川西市清和台東４丁目１－３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 196031,0078,3 まつうら歯科医院 〒666-0112 松浦　孝治 松浦　孝治 昭59. 5. 1歯   診療所
     川西市大和西１－９７－７兼古ビ常　勤:    1 現存
     ル２階 (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 196131,0079,1 吉田歯科医院 〒666-0142 0727-99-3553吉田　英昭 吉田　英昭 昭59. 7. 1歯   診療所
     川西市清和台東３丁目２－２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 196231,0081,7 福家歯科医院 〒666-0033 0727-57-1388福家　秀一 福家　秀一 昭60. 6. 1歯   診療所
     川西市栄町１０番５－４０４号 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 196331,0082,5 小来田歯科 〒666-0002 小来田　伸行 小来田　伸行 昭60.12. 1 診療所
     川西市滝山町５－８ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 196431,0085,8 木南歯科医院 〒666-0129 0727-92-0600木南　有宏 木南　有宏 昭62. 1. 1歯   診療所
     川西市緑台４－８－３８ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 196531,0092,4 畑矯正歯科 〒666-0015 0727-59-4187畑　豊 畑　豊 昭62. 7. 1歯   診療所
     川西市小花１丁目５－１３タニビ常　勤:    1 現存
     ル３階 (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 196631,0095,7 医療法人社団とくなが〒666-0016 072-758-8264医療法人社団とくなが徳永　順一郎 昭64. 1. 1小歯 診療所
     小児歯科クリニック 川西市中央町３－３中央ビル４階常　勤:    2小児歯科クリニック　 現存
     (歯       2)理事長　徳永　順一郎 平28. 1. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 196731,0097,3 松添歯科医院 〒666-0124 0727-92-2506松添　正樹 松添　正樹 平元.10. 1歯   診療所
     川西市多田桜木２丁目１－２１デ常　勤:    1 現存
     インプル多田２階 (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 196831,0099,9 丸山デンタルクリニッ〒666-0115 0727-92-1506丸山　正仁 丸山　正仁 平 2.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     ク 川西市向陽台３丁目５－３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 196931,0102,1 クリス歯科クリニック〒666-0026 072-759-8000吉川　孝 吉川　孝 平 3.10. 1歯   診療所
     川西市南花屋敷１丁目４－２３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 197031,0104,7 加藤歯科医院 〒666-0145 0727-99-3866加藤　隆一郎 加藤　隆一郎 平 4. 4. 1歯   診療所
     川西市けやき坂２丁目４４－３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 197131,0105,4 原田デンタルクリニッ〒666-0121 0727-93-9127原田　茂光 原田　茂光 平 4. 4. 1歯   診療所
     ク 川西市平野２－２－２０清和ビル常　勤:    1 現存
     ２階 (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 197231,0108,8 大﨑矯正歯科クリニッ〒666-0014 0727-58-6345医療法人社団大﨑矯正大﨑　喜弘 平 5.12. 1矯歯 診療所
     ク 川西市小戸２丁目２－２３ 常　勤:    1歯科クリニック　理事 現存
     (歯       1)長　大﨑　喜弘 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 197331,0109,6 おおたに歯科医院 〒666-0137 072-792-1627医療法人社団　おおた應谷　茂 平 6. 1. 1歯   診療所
     川西市湯山台２丁目１－７４ 常　勤:    1に歯科医院　理事長　 現存
     (歯       1)應谷　茂 平30. 1. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 197431,0111,2 中川歯科医院 〒666-0112 072-794-8848医療法人社団　中川歯中川　泰彰 平 6. 1. 1歯   診療所
     川西市大和西２丁目１－９ 常　勤:    1科医院　理事長　中川 現存
     (歯       1)　泰彰 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 197531,0112,0 室谷歯科医院 〒666-0024 0727-59-4926室谷　美知子 室谷　美知子 平 6. 4. 1歯   診療所
     川西市久代５－２－１２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 197631,0113,8 西島歯科クリニック 〒666-0116 0727-92-8214西島　淳 西島　淳 平 6. 7. 1歯   小歯 診療所
     川西市水明台１丁目１－１２９ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 197731,0114,6 けんたろう歯科医院 〒666-0151 0727-95-1482中村　憲太郎 中村　憲太郎 平 6. 9. 1 診療所
     川西市美山台２－３－７ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平24. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 197831,0115,3 島津歯科医院 〒666-0035 0727-58-8211島津　俊二 島津　俊二 平 7. 2. 1歯   診療所
     川西市花屋敷１丁目５－１８イン常　勤:    1 現存
     ペリアル花屋敷１０８ (歯       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 197931,0116,1 市川歯科医院 〒666-0033 0727-57-8822市川　宏 市川　宏 平 7. 2. 1歯   診療所
     川西市栄町１５－９ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 198031,0117,9 遠藤歯科診療所 〒666-0123 0727-92-7887遠藤　佳樹 遠藤　佳樹 平 7. 7. 1 診療所
     川西市鼓ケ滝１丁目２９－４ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 198131,0119,5 横田歯科 〒666-0142 072-798-0230医療法人社団　横田歯横田　雅之 平 7. 9. 1歯   診療所
     川西市清和台東１丁目４－１１７常　勤:    1科　理事長　横田　雅 現存
     (歯       1)之 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 198231,0121,1 なかむら歯科 〒666-0124 0727-92-8669中村　敏美 中村　敏美 平 8. 5. 1歯   診療所
     川西市多田桜木１－８－６プラザ常　勤:    1 現存
     多田２０２号 (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 198331,0126,0 今村歯科医院 〒666-0138 0727-93-9585今村　嗣子 今村　嗣子 平 9. 8. 1歯   診療所
     川西市西多田２－２２－１４プラ常　勤:    1 新規 現存
     ザイマイ１階 (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 198431,0127,8 堀池歯科 〒666-0025 072-757-1118医療法人社団堀池歯科堀池　周司 平 9.12. 1歯   歯外 診療所
     川西市加茂１丁目１９－５ 常　勤:    2　理事長　堀池　周司 移動 現存
     (歯       2) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 198531,0128,6 川西市ふれあい歯科診〒666-0017 0727-58-7388川西市長　大塩　民生今西　要 平10. 5. 1歯   診療所
     療所 川西市火打１丁目１－７ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28. 5. 1
     非常勤:   85
     (歯      85)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 198631,0129,4 よしだ歯科 〒666-0013 0727-55-7778吉田　夏樹 吉田　夏樹 平10. 6. 1歯   小歯 診療所
     川西市美園町１６－１２ＺＯＮＥ常　勤:    1 新規 現存
     　１／ｆ　Ｐａｒｔ２　１階 (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 198731,0130,2 井上歯科医院 〒666-0105 0727-94-5447井上　哲 井上　哲 平11. 5. 1歯   診療所
     川西市見野２－２３－１ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 198831,0131,0 青木歯科 〒666-0021 0727-57-8254青木　雅晴 青木　雅晴 平12. 1. 1歯   診療所
     川西市栄根２丁目５－６サニーハ常　勤:    1 新規 現存
     イツ戸田１０３ (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 198931,0134,4 えいじ歯科 〒666-0033 0727-56-7001松村　英治 松村　英治 平12. 7. 1歯   診療所
     川西市栄町１２－８三宝ビル５階常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 7. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 199031,0136,9 今西歯科 〒666-0124 0727-93-0043医療法人社団　今西歯今西　要 平14. 4. 1歯   診療所
     川西市多田桜木２丁目３－２８リ常　勤:    1科　理事長　今西　要 組織変更 現存
     バーサイド岡田ビル１階 (歯       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 199131,0137,7 河辺歯科 〒666-0143 0727-90-6480河邉　義人 河邉　義人 平14. 6. 1歯   小歯 診療所
     川西市清和台西２丁目２－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 199231,0138,5 くるす歯科医院 〒666-0105 072-791-5454栗栖　和彦 栗栖　和彦 平15. 6. 1歯   小歯 矯歯診療所
     川西市見野３－１３－１８ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 199331,0139,3 さくらい歯科 〒666-0124 072-792-7939医療法人社団さくらい櫻井　章雄 平16. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     川西市多田桜木１丁目１番１号ダ常　勤:    2歯科　理事長　櫻井　 組織変更 歯外 現存
     イエー川西店 (歯       2)章雄 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 199431,0140,1 かどの歯科医院 〒666-0016 072-755-6480角野　裕行 角野　裕行 平16. 2. 1歯   小歯 診療所
     川西市中央町７－２４三友ブロー常　勤:    1 新規 現存
     ドビル３階 (歯       1) 平28. 2. 1
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 199531,0142,7 こいけ歯科医院 〒666-0033 072-756-7778小池　敏克 小池　敏克 平17. 9. 1歯   小歯 矯歯診療所
     川西市栄町１１番１号１１３号 常　勤:    2 新規 歯外 現存
     (歯       2) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 199631,0143,5 ふくい歯科医院 〒666-0025 072-757-8341福井　浩憲 福井　浩憲 平17.12. 1歯   診療所
     川西市加茂３丁目７－７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 199731,0144,3 しまだ歯科医院 〒666-0015 072-774-1182島田　徳一 島田　徳一 平18. 2. 1歯   小歯 歯外診療所
     川西市小花２丁目１０－１カーサ常　勤:    1 新規 現存
     デフローレス１階 (歯       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 199831,0145,0 医療法人社団森永歯科〒666-0112 072-794-6030医療法人社団　森永歯白須　万紀子 平18. 3. 1歯   歯外 小歯診療所
     医院 川西市大和西１丁目４８番５ 常　勤:    1科医院　理事長　森永 組織変更 現存
     (歯       1)　洋子 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 199931,0148,4 医療法人社団　自然歯〒666-0105 072-794-3182医療法人社団　自然歯青木　耕介 平20.11. 5歯   小歯 矯歯診療所
     科　さきた歯科 川西市見野２丁目２４番１１ 常　勤:    2科　理事長　先田　寛 移動 現存
     (歯       2)志 平26.11. 5
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 200031,0149,2 浜田歯科医院 〒666-0035 072-757-4182濵田　啓一 濵田　啓一 平21. 7. 1歯   診療所
     川西市花屋敷１－１－８－１Ｆ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 200131,0150,0 くしだ歯科医院 〒666-0015 072-759-8241串田　明彦 串田　明彦 平21. 7. 1歯   歯外 小歯診療所
     川西市小花１－５－１３　谷ビル常　勤:    1 交代 現存
     １Ｆ (歯       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 200231,0151,8 にしだ歯科クリニック〒666-0117 072-741-2630西田　真吾 西田　真吾 平21.12. 1歯   小歯 歯外診療所
     川西市東畦野２丁目３－２６ビギ常　勤:    1 新規 現存
     ニングパートⅡ１階 (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 200331,0153,4 関口歯科クリニック 〒666-0021 072-755-4618関口　正志 関口　正志 平22.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     川西市栄根２丁目７番６８号ＳＯ常　勤:    1 新規 現存
     ＧＡＢＥビル１Ｆ (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 200431,0154,2 北川歯科クリニック 〒666-0016 072-740-6480北川　智章 北川　智章 平23. 3. 1歯   小歯 診療所
     川西市中央町５－５大海ビル３Ｆ常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成30年 6月 1日現在　歯科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成   203 頁

 200531,0156,7 よこたデンタルクリニ〒666-0115 072-741-9069横田　喜則 横田　喜則 平23. 6. 1歯   小歯 診療所
     ック 川西市向陽台３丁目１－６　イワ常　勤:    1 新規 現存
     オビル１１番館１階 (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 200631,0157,5 青山歯科医院 〒666-0035 072-759-8318青山　康大郎 青山　康大郎 平23.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     川西市花屋敷２丁目５－１４ 常　勤:    2 その他 現存
     (歯       2) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 200731,0158,3 川西市歯科医師会立訪〒666-0017 072-757-0418一般社団法人川西市歯藤木　薰 平24. 7. 1歯   診療所
     問歯科センター 川西市火打１丁目１番７号ふれあ常　勤:   15科医師会　会長　藤木 新規 現存
     いプラザ１階 (歯      15)　薰 平24. 7. 1
     非常勤:   50
     (歯      50)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 200831,0159,1 こうじ歯科クリニック〒666-0105 072-794-6471小路　芳子 小路　芳子 平24.11. 1歯   小歯 矯歯診療所
     川西市見野２－１６－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 200931,0160,9 ふじい歯科 〒666-0121 072-790-1101医療法人社団　ふじい藤井　克則 平25. 6. 1歯   診療所
     川西市平野３丁目１８番２７号 常　勤:    2歯科　理事長　藤井　 組織変更 現存
     (歯       2)克則 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 201031,0161,7 田中デンタルクリニッ〒666-0015 072-767-1199田中　孝一 田中　孝一 平25.10. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ク 川西市小花１丁目６番１３号 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平25.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 201131,0162,5 こんどう歯科 〒666-0016 072-758-3861近藤　 信 近藤　 信 平25.10. 1歯   診療所
     川西市中央町１８－２１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 201231,0163,3 みずくろ歯科 〒666-0142 072-798-0648水黒　健一 水黒　健一 平26. 4. 1歯   診療所
     川西市清和台東３－１－３９ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 201331,0164,1 宮本デンタルクリニッ〒666-0017 072-776-3118宮本　真作 宮本　真作 平26.10. 1歯   診療所
     ク 川西市火打２丁目８－１８－１０常　勤:    1 新規 現存
     ３ (歯       1) 平26.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 201431,0165,8 よしの歯科クリニック〒666-0024 072-756-8214芳野　博 芳野　博 平26.10. 1歯   小歯 矯歯診療所
     川西市久代４－２－１０ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 201531,0166,6 福地歯科クリニック 〒666-0014 072-744-3981福地　和秀 福地　和秀 平26.11. 1歯   歯外 小歯診療所
     川西市小戸１丁目２番６号　ジオ常　勤:    1 新規 現存
     阪急川西レジデンスマーク１Ｆ (歯       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 201631,0167,4 みうら歯科医院 〒666-0006 072-764-5121三浦　和敏 三浦　和敏 平28. 2. 1歯   小歯 矯歯診療所
     川西市萩原台西１丁目４０ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 201731,0168,2 藤木歯科医院 〒666-0014 072-759-4945藤木　薰 藤木　薰 平28. 2. 1歯   矯歯 診療所
     川西市小戸１－５－２ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 201831,0169,0 さくら木歯科川島クリ〒666-0124 072-744-3315川島　陽 川島　陽 平28. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     ニック 川西市多田桜木２－９－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 201931,0170,8 ひでき歯科クリニック〒666-0015 072-759-1818中井　英貴 中井　英貴 平28. 9. 1歯   歯外 小歯診療所
     川西市小花２丁目１１－２６エム常　勤:    1 新規 現存
     スタイル川西１０１ (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 202031,0171,6 頭司歯科口腔外科クリ〒666-0006 072-764-6927頭司　雄介 頭司　雄介 平28. 9. 1歯   歯外 小歯診療所
     ニック 川西市萩原台西１－５３ 常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平28. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 202131,0172,4 村上歯科医院 〒666-0033 072-757-5229村上　雄一 村上　雄一 平28. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     川西市栄町１１－１－２０ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 202231,0174,0 歯科たなかクリニック〒666-0105 072-794-8948医療法人社団恵和会　田中　裕之 平29. 3. 1歯   診療所
     川西市見野３丁目８番２０号 常　勤:    1理事長　田中　裕之 組織変更 現存
     (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 202331,0175,7 つばめデンタルクリニ〒666-0033 0727-59-2798加藤　典子 加藤　典子 平29. 7. 1歯   診療所
     ック川西 川西市栄町１１番３パルティＫ２常　勤:    1 組織変更 現存
     北ハイツ２階 (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 202432,0007,0 安達歯科 〒666-0251 072-766-0291医療法人社団　わかば安達　久代 平 2. 1. 1歯   診療所
     川辺郡猪名川町若葉１丁目３０－常　勤:    1会　理事長　安達　素 現存
     ７ (歯       1)行 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 202532,0012,0 米村歯科医院 〒666-0257 0727-65-1184米村　隆司 米村　隆司 平10. 5. 1歯   診療所
     川辺郡猪名川町白金２丁目１ジャ常　勤:    1 移動 現存
     スコ猪名川店３階 (歯       1) 平28. 5. 1
     非常勤:    7
     (歯       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 202632,0014,6 山内歯科 〒666-0251 072-766-7575山内　羊二 山内　羊二 平16. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     川辺郡猪名川町若葉１丁目２番６常　勤:    2 新規 現存
     三栄パークタウンビル１階 (歯       2) 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 202732,0017,9 あだち歯科 〒666-0227 072-768-2600安達　隆 安達　隆 平18. 9. 1歯   矯歯 小歯診療所
     川辺郡猪名川町笹尾字加門田３１常　勤:    1 新規 歯外 現存
     －４ (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 202832,0018,7 安達歯科医院 〒666-0262 0727-66-1206医療法人社団わかば会安達　素行 平20.12. 1歯   小歯 矯歯診療所
     川辺郡猪名川町伏見台１－６６６常　勤:    1　理事長　安達　素行 移動 現存
     －１　 (歯       1) 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 202932,0019,5 杉田デンタルクリニッ〒666-0261 072-765-2418医療法人社団杉田デン杉田　学治 平25. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ク 川辺郡猪名川町松尾台１丁目２番常　勤:    2タルクリニック　理事 組織変更 歯外 現存
     ２号 (歯       2)長　杉田　学治 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 203032,0020,3 しろの歯科クリニック〒666-0245 072-767-2567味村　紗也華 味村　紗也華 平25. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     川辺郡猪名川町つつじが丘２－１常　勤:    2 新規 歯外 現存
     －２ (歯       2) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 203132,0021,1 やの歯科 〒666-0251 072-766-4182矢野　晴久 矢野　晴久 平28. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     川辺郡猪名川町若葉２丁目１７３常　勤:    1 新規 現存
     －７０ (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 203232,0022,9 ソノ歯科クリニック 〒666-0257 072-767-4180薗　慎也 薗　慎也 平30. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     川辺郡猪名川町白金３丁目１６－常　勤:    1 交代 現存
     ４ (歯       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
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 203333,0067,2 大野歯科医院 〒664-0882 072-781-0767大野　正迪 大野　正迪 昭47. 9. 1歯   診療所
     伊丹市鈴原町６丁目２０－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 203433,0068,0 井上歯科医院 〒664-0881 井上　典文 井上　典文 昭48. 3. 1歯   診療所
     伊丹市昆陽５丁目４４ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 203533,0074,8 伊丹市口腔保健センタ〒664-0015 072-783-0078一般社団法人伊丹市歯森田　健司 昭50. 7. 1歯   診療所
     ー 伊丹市昆陽池１丁目４０ 常　勤:    5科医師会　会長　森田 現存
     (歯       5)　健司 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 203633,0075,5 平瀬南歯科医院 〒664-0858 平瀬　重雄 平瀬　重雄 昭51. 6. 1歯   診療所
     伊丹市西台４丁目２－６ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 203733,0079,7 梁川歯科医院 〒664-0861 0727-75-1888梁川　国昭 梁川　国昭 昭52. 7. 1歯   診療所
     伊丹市稲野町４丁目２１－８－１常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 203833,0082,1 歯科楠山医院 〒664-0028 楠山　万壽夫 楠山　万壽夫 昭53. 1. 1歯   診療所
     伊丹市西野２丁目１０ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 203933,0083,9 坪井歯科医院 〒664-0858 072-775-0966坪井　新一 坪井　新一 昭53. 4. 1歯   小歯 診療所
     伊丹市西台１丁目３－１サンハイ常　勤:    1 現存
     ツ２階７号 (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 204033,0084,7 小野木歯科 〒664-0026 0727-77-1827小野木　祐蔵 小野木　祐蔵 昭54. 1. 1歯   診療所
     伊丹市寺本４丁目５２ふじハイツ常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 204133,0088,8 武藤歯科医院 〒664-0002 0727-78-1839武藤　俊一 武藤　俊一 昭54.12. 1歯   診療所
     伊丹市荻野３丁目２６－３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 204233,0089,6 臼井歯科医院 〒664-0855 072-775-3330臼井　滝蔵 臼井　滝蔵 昭54.12. 1歯   小歯 診療所
     伊丹市御願塚６丁目８－３ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 204333,0094,6 中井歯科医院 〒664-0865 0727-77-0702中井　峰子 中井　峰子 昭55.10. 1歯   診療所
     伊丹市南野２丁目９ー１１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 204433,0095,3 三池歯科医院 〒664-0027 三池　賢二 三池　賢二 昭55.10. 1歯   診療所
     伊丹市池尻１丁目１２昆陽グリー常　勤:    1 現存
     ンバザール１階 (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 204533,0099,5 木原歯科医院 〒664-0861 0727-75-0558木原　公一 木原　公一 昭56. 5. 1歯   診療所
     伊丹市稲野１－１７田中マンショ常　勤:    1 現存
     ン１階 (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 204633,0103,5 小屋歯科医院 〒664-0851 0727-78-0670小屋　経寛 小屋　経寛 昭56. 7. 1歯   診療所
     伊丹市中央６－１－９岡ビル２階常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 204733,0107,6 飯田歯科医院 〒664-0846 0727-70-1183飯田　良治 飯田　良治 昭57. 1. 1歯   診療所
     伊丹市伊丹３丁目１－５７－２０常　勤:    1 現存
     ３デュオ伊丹２階 (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 204833,0113,4 宮田歯科 〒664-0013 0727-83-5343宮田　佐寿 宮田　佐寿 昭58. 1. 1歯   診療所
     伊丹市瑞穂町６丁目３７－２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 204933,0114,2 横田歯科医院 〒664-0842 0727-84-1770横田　剛 横田　剛 昭58. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     伊丹市森本２丁目５６－２０ 常　勤:    1 矯歯 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 205033,0119,1 阪本歯科医院 〒664-0858 072-773-1881阪本　有三 阪本　有三 昭59. 5. 1歯   診療所
     伊丹市西台４－６－２０ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 205133,0120,9 浜田歯科医院 〒664-0007 浜田　静 浜田　静 昭60.11. 1歯   診療所
     伊丹市北野２丁目９８ＯＭＴビル常　勤:    1 現存
     ２階 (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 205233,0121,7 石岡歯科医院 〒664-0892 0727-70-0643石岡　一晃 石岡　一晃 昭60.12. 1歯   診療所
     伊丹市高台１－１５２－１９ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 205333,0122,5 ホシカ歯科クリニック〒664-0031 0727-75-0897星加　忠宏 星加　忠宏 昭61. 4. 1歯   診療所
     伊丹市荻野西２丁目１番３８号 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
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 205433,0123,3 中岡歯科医院 〒664-0886 0727-79-5044中岡　健 中岡　健 昭61. 5. 1歯   診療所
     伊丹市昆陽東５－２－８４－１０常　勤:    1 現存
     ３ (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 205533,0124,1 鈴木歯科医院 〒664-0846 0727-70-8415鈴木　雅俊 鈴木　雅俊 昭61. 5. 1歯   診療所
     伊丹市伊丹１丁目５－４０ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 205633,0127,4 おくの歯科医院 〒664-0029 0727-71-0750奥野　薫 奥野　薫 昭62. 5. 1歯   診療所
     伊丹市中野北３－７－１４ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 205733,0128,2 山西歯科 〒664-0898 0727-73-1195山西　一郎 山西　一郎 昭63. 1. 1歯   診療所
     伊丹市千僧３丁目１４０番ヴィラ常　勤:    1 現存
     メープル１階 (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 205833,0129,0 米沢歯科 〒664-0864 0727-77-8761米澤　敏之 米澤　敏之 昭63. 2. 1歯   診療所
     伊丹市安堂寺町３丁目５番ＷＩＮ常　勤:    2 現存
     Ｄ５階 (歯       2) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 205933,0130,8 タナカ歯科 〒664-0898 0727-83-2558田中　久雄 田中　久雄 昭63.12. 1歯   診療所
     伊丹市千僧１丁目２ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 206033,0131,6 森田歯科医院 〒664-0891 0727-77-8811森田　健司 森田　健司 平元. 5. 1歯   小歯 診療所
     伊丹市北園３丁目３－３－２０１常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 206133,0132,4 西山歯科 〒664-0028 0727-72-5995西山　茂樹 西山　茂樹 平元. 9. 1歯   診療所
     伊丹市西野８丁目３桜台ハイツ１常　勤:    1 現存
     －１０４ (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 206233,0135,7 松本歯科医院 〒664-0022 072-777-6001医療法人社団　松本歯松本　啓二朗 平 2. 1. 1歯   診療所
     伊丹市中野東２丁目５２番地村上常　勤:    2科医院　理事長　松本 現存
     マンション２階 (歯       2)　啓二朗 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 206333,0138,1 ゆば歯科医院 〒664-0846 0727-85-0751弓場　直司 弓場　直司 平 2.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     伊丹市伊丹２丁目１－１６ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 206433,0139,9 黒岩歯科 〒664-0836 0727-82-2763黒岩　卓爾 黒岩　卓爾 平 2.10. 1歯   診療所
     伊丹市北本町３－６８ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
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 206533,0141,5 出口歯科 〒664-0851 0727-75-0481出口　伸夫 出口　伸夫 平 3. 4. 1歯   診療所
     伊丹市中央３－２－６ＩＣＢ伊丹常　勤:    1 現存
     中央ビル１０２ (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 206633,0144,9 河上歯科医院 〒664-0858 072-784-1266河上　チズカ 河上　晃浩 平 4. 2.21歯   診療所
     伊丹市西台２丁目６－５ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 2.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 206733,0146,4 かわむら歯科 〒664-0001 0727-70-7265川村　雅之 川村　雅之 平 4. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     伊丹市荒牧３丁目６ー９ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 206833,0150,6 小野歯科医院 〒664-0861 0727-72-8028小野　衛 小野　衛 平 6. 4. 1歯   診療所
     伊丹市稲野町３－５１－２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 206933,0151,4 笠川歯科医院 〒664-0881 0727-82-2981笠川　泰朗 笠川　泰朗 平 6. 5. 1歯   診療所
     伊丹市昆陽南１丁目１番５号ディ常　勤:    1 現存
     オフェルティ伊丹昆陽１０１ (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 207033,0152,2 弓倉歯科医院 〒664-0851 0727-72-2192医療法人　輝歯会　理石本　隆 平 6. 5. 1歯   診療所
     伊丹市中央５丁目３－２４ 常　勤:    1事長　石本　隆 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 207133,0153,0 岸本歯科医院 〒664-0886 0727-82-0038岸本　幹哉 岸本　幹哉 平 6. 8. 1歯   診療所
     伊丹市昆陽東６－３－８ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 207233,0155,5 福田歯科医院 〒664-0002 0727-82-6474福田　克史 福田　克史 平 7. 4. 1歯   診療所
     伊丹市荻野４丁目３９－２パティ常　勤:    1 現存
     オイタミ (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 207333,0156,3 石井歯科医院 〒664-0008 0727-77-3739石井　孝 石井　孝 平 7. 4. 1歯   診療所
     伊丹市荒牧南２丁目１－２３ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 207433,0157,1 ながいし小児歯科医院〒664-0853 0727-75-3051永石　恵子 永石　恵子 平 7. 8. 1小歯 診療所
     伊丹市平松１－３－３０ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 207533,0160,5 原田歯科医院 〒664-0881 原田　尚紀 原田　尚紀 平 8. 7. 1歯   診療所
     伊丹市昆陽南４丁目８番１５号プ常　勤:    1 現存
     レステル昆陽１階 (歯       1) 平29. 7. 1
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 207633,0161,3 八竹歯科医院 〒664-0846 0727-82-2038八竹　利明 八竹　利明 平 8. 7. 1歯   診療所
     伊丹市伊丹５丁目４－２３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 207733,0162,1 ほりけ歯科 〒664-0895 0727-85-3311堀家　秀元 堀家　秀元 平 8. 8. 1歯   小歯 診療所
     伊丹市宮ノ前２丁目１－２０みや常　勤:    1 現存
     のまち４号館１階 (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 207833,0163,9 とよくに歯科医院 〒664-0873 0727-85-6633豊國　智 豊國　智 平 9. 1. 1歯   診療所
     伊丹市野間２丁目７－４３セント常　勤:    1 現存
     ラル富士２階 (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 207933,0167,0 宇都宮歯科医院 〒664-0007 0727-79-7006宇都宮　正樹 宇都宮　正樹 平10. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     伊丹市北野１－７８ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 208033,0168,8 和歯科医院 〒664-0846 0727-70-7777大木　和 大木　和 平10. 5. 1歯   小歯 診療所
     伊丹市伊丹１丁目８－２５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 208133,0172,0 中村歯科医院 〒664-0888 0727-85-8241医療法人社団　中村歯中村　義盛 平10.12. 1歯   小歯 診療所
     伊丹市昆陽南１丁目１番３２号エ常　勤:    1科医院　理事長　中村 組織変更 現存
     ンゼルハイム伊丹１階 (歯       1)　義盛 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 208233,0173,8 上田歯科医院 〒664-0858 0727-73-0473上田　新一 上田　新一 平10.12. 1歯   診療所
     伊丹市西台１丁目１－１ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 208333,0176,1 工藤歯科医院 〒664-0028 0727-78-8000医療法人社団医信会　工藤　大八郎 平11. 7. 1歯   診療所
     伊丹市西野１丁目７１ 常　勤:    1理事長　工藤　大八郎 組織変更 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 208433,0177,9 北川歯科医院 〒664-0839 0727-73-8211北川　博史 北川　博史 平11.10. 1歯   小歯 診療所
     伊丹市桑津２丁目１－７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 208533,0178,7 黒田歯科医院 〒664-0016 0727-77-1843黒田　真司 黒田　真司 平12. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     伊丹市昆陽北２－４－３ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 208633,0181,1 杉本歯科医院 〒664-0022 0727-70-8241杉本　幸俊 杉本　幸俊 平12. 7. 1歯   小歯 診療所
     伊丹市中野東３丁目８２くらはし常　勤:    1 新規 現存
     メディカルセンター２０１ (歯       1) 平24. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 208733,0182,9 笹部歯科 〒664-0864 072-785-1100医療法人南野会笹部歯笹部　徹 平12.12. 1歯   矯歯 小歯診療所
     伊丹市安堂寺町７丁目２３２ 常　勤:    1科　理事長　笹部　徹 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 208833,0183,7 宇津歯科医院 〒664-0012 072-771-8118宇津　昌幸 宇津　昌幸 平12.12. 1歯   小歯 矯歯診療所
     伊丹市緑ケ丘５丁目１６－３ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 208933,0186,0 おがわ歯科 〒664-0893 0727-82-2389小川　周平 小川　周平 平14. 4. 1歯   歯外 診療所
     伊丹市春日丘４丁目５２－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 209033,0189,4 福武歯科医院 〒664-0012 0727-78-0118医療法人社団　福武歯福武　哲夫 平14. 6. 1歯   矯歯 小歯診療所
     伊丹市緑ケ丘１丁目１１７番地 常　勤:    1科医院　理事長　福武 組織変更 現存
     (歯       1)　哲夫 平26. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 209133,0191,0 医療法人親和会田中歯〒664-0847 0727-71-2222医療法人親和会田中歯田中　雅章 平14.10. 1歯   診療所
     科 伊丹市藤ノ木１－１－１ダイヤモ常　勤:    1科　理事長　田中　雅 新規 現存
     ンドシティテラス３２４号 (歯       1)親 平26.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 209233,0193,6 まこと歯科医院 〒664-0898 072-783-8047香山　真 香山　真 平15. 7. 1歯   小歯 診療所
     伊丹市千僧４丁目２０８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 209333,0194,4 きのせ歯科医院 〒664-0004 072-778-2646黄瀨　浩史 黄瀨　浩史 平15. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     伊丹市東野１丁目２３ 常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 209433,0195,1 渡辺歯科 〒664-0007 072-781-8290渡邊　俊丈 渡邊　俊丈 平15. 8. 1歯   小歯 診療所
     伊丹市北野５－９－１ハイム伊丹常　勤:    1 新規 現存
     北野ファイブ１０４ (歯       1) 平27. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 209533,0196,9 こんどう歯科医院 〒664-0017 072-778-8999近藤　正之 近藤　正之 平15.10. 1歯   小歯 診療所
     伊丹市瑞ケ丘３丁目２６番地の１常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 209633,0197,7 溝上歯科 〒664-0003 072-771-9991溝上　健二 溝上　健二 平15.10. 1歯   診療所
     伊丹市大野１丁目１－１４ 常　勤:    2 移動 現存
     (歯       2) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 209733,0199,3 弓倉歯科医院 〒664-0857 072-772-2026弓倉　繁樹 弓倉　繁樹 平16. 3. 1歯   診療所
     伊丹市行基町３－３ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 209833,0201,7 オク歯科クリニック 〒664-0846 072-775-4181奥　善博 奥　善博 平16. 4. 1歯   小歯 診療所
     伊丹市伊丹１－１０－１４アリオ常　勤:    1 新規 現存
     Ⅰ・２階 (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 209933,0202,5 谷口歯科医院 〒664-0001 072-777-3851谷口　哲也 谷口　哲也 平16. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     伊丹市荒牧６－２８－９バラ公園常　勤:    1 移動 現存
     メディカルビル (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 210033,0203,3 あつみ歯科医院 〒664-0008 072-782-3152厚味　繁 厚味　繁 平16.12. 1歯   小歯 矯歯診療所
     伊丹市荒牧南２丁目２番３９号 常　勤:    3 移動 歯外 現存
     (歯       3) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 210133,0205,8 藤原歯科医院 〒664-0027 072-785-5288藤原　裕幸 藤原　裕幸 平17. 6. 1歯   小歯 診療所
     伊丹市池尻１丁目２０２－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 210233,0207,4 くまがい歯科クリニッ〒664-0027 072-775-5432熊谷　洋一 熊谷　洋一 平17.12. 1歯   診療所
     ク 伊丹市池尻２丁目３７６－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 210333,0209,0 くろした歯科医院 〒664-0899 072-773-6480医療法人社団泰歯会　黒下　泰宏 平18. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     伊丹市大鹿４丁目６９番地 常　勤:    1理事長　黒下　泰宏 組織変更 歯外 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 210433,0211,6 ありい歯科 〒664-0027 072-787-4122有井　貫氏 有井　貫氏 平18. 6. 1歯   小歯 診療所
     伊丹市池尻３丁目１４－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 210533,0212,4 やまだ歯科 〒664-0006 072-782-6417山田　道生 山田　道生 平19. 1. 1歯   診療所
     伊丹市鴻池３丁目４番３号グラン常　勤:    2 交代 現存
     ヴェルデ鴻池１－Ｂ (歯       2) 平25. 1. 1
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 210633,0213,2 津谷歯科医院 〒664-0856 072-772-6700津谷　功 津谷　功 平18.12.20歯   小歯 矯歯診療所
     伊丹市梅の木５－２－１４ 常　勤:    2 移動 現存
     (歯       2) 平24.12.20
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 210733,0214,0 西口歯科クリニック 〒664-0851 072-778-5055西口　聡 西口　聡 平19. 2. 1歯   小歯 診療所
     伊丹市中央３丁目１－１７ＳＲビ常　勤:    1 移動 現存
     ル伊丹１階 (歯       1) 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 210833,0217,3 はら歯科医院 〒664-0864 072-777-3188原　健太郎 原　健太郎 平19.11. 1歯   診療所
     伊丹市安堂寺町７丁目１番地 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 210933,0218,1 さくら歯科クリニック〒664-0851 072-777-7171中塚　美和 中塚　美和 平19.12. 1歯   診療所
     伊丹市中央１丁目４番４号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 211033,0219,9 たにもと歯科クリニッ〒664-0026 072-781-7778谷本　匡隆 谷本　匡隆 平20. 4. 1歯   小歯 診療所
     ク 伊丹市寺本５丁目４１４プチメゾ常　勤:    1 新規 現存
     ンクダマ１０１号 (歯       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 211133,0221,5 スマイルオン矯正歯科〒664-0858 072-785-8257医療法人社団　スマイ篠原　範行 平20.12.26矯歯 診療所
     伊丹市西台４丁目６番７号 常　勤:    1ルオン　理事長　篠原 組織変更 現存
     (歯       1)　範行 平26.12.26
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 211233,0222,3 はまだ歯科クリニック〒664-0858 072-782-1182濱田　泰威 濱田　泰威 平21. 3. 1歯   小歯 歯外診療所
     伊丹市西台２丁目３－２４メゾン常　勤:    3 新規 現存
     サクラ１Ｆ (歯       3) 平27. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 211333,0223,1 とよなが歯科医院 〒664-0856 072-770-6480豊永　卓士 豊永　卓士 平21. 3. 1歯   小歯 矯歯診療所
     伊丹市梅ノ木２－３－３１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 211433,0224,9 あさい歯科医院 〒664-0853 072-770-7740淺井　崇嗣 淺井　崇嗣 平21. 5. 1歯   小歯 診療所
     伊丹市平松７－５－３３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 211533,0227,2 ナチュラルデンタルク〒664-0027 072-744-2119医療法人社団スマイル諸谷　謙介 平23. 3. 1歯   矯歯 小歯診療所
     リニック 伊丹市池尻４丁目１番１号イオン常　勤:    1サロン会　理事長　長 新規 歯外 現存
     伊丹昆陽ショッピングセンター２(歯       1)田　卓央 平29. 3. 1
     階
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 211633,0228,0 岩田歯科 〒664-0006 072-785-1876岩田　久之 岩田　久之 平23. 9. 1歯   歯外 診療所
     伊丹市鴻池５丁目９－２０ 新規 現存
     平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 211733,0229,8 ひらせ歯科クリニック〒664-0851 072-772-3524平瀬　治郎 平瀬　治郎 平23. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     伊丹市中央１－３－１ 常　勤:    1 その他 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 211833,0230,6 上り口歯科医院 〒664-0858 072-772-3248上り口　晃成 上り口　晃成 平23.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     伊丹市西台４丁目１番１０号三田常　勤:    4 その他 歯外 現存
     興産ビル１Ｆ (歯       4) 平29.10. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 211933,0231,4 弓倉歯科醫院 〒664-0858 072-775-0055弓倉　佳葉 弓倉　佳葉 平24. 3. 1歯   小歯 診療所
     伊丹市西台１－２－１０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 212033,0233,0 炭本歯科医院 〒664-0851 072-773-1470医療法人社団炭本歯科炭本　圭之 平24. 5. 1歯   診療所
     伊丹市中央１丁目５番１８号 常　勤:    1医院　理事長　炭本　 移動 現存
     (歯       1)圭之 平30. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 212133,0234,8 藤田歯科クリニック 〒664-0857 072-785-6480藤田　智治 藤田　智治 平24.11. 1歯   小歯 診療所
     伊丹市行基町１－１０７伊丹行基常　勤:    1 新規 現存
     町医療モール２０２ (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 212233,0235,5 のまきたパーク歯科 〒664-0875 072-783-8009医療法人社団康佑会　山本　清作 平24.12. 1歯   小歯 診療所
     伊丹市野間北１丁目１番１号 常　勤:    1理事長　永井　康照 新規 現存
     (歯       1) 平24.12. 1
     非常勤:    9
     (歯       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 212333,0236,3 ヒカルノ歯科 〒664-0881 072-784-1234永原　光 永原　光 平25. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     伊丹市昆陽６－１１７－８ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 212433,0237,1 松島歯科医院 〒664-0851 072-772-2485松島　正 松島　正 平25. 4. 1歯   小歯 診療所
     伊丹市中央２－９－１３ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平25. 4. 1
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 212533,0238,9 あだち歯科口腔外科 〒664-0024 072-747-4188足立　忠文 足立　忠文 平25. 9. 1歯   歯外 小歯診療所
     伊丹市松ケ丘１丁目１２２番地 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 212633,0239,7 中川歯科医院 〒664-0884 072-780-1166中川　浩 中川　浩 平25. 8. 1歯   小歯 矯歯診療所
     伊丹市美鈴町１－６１ 常　勤:    2 移動 現存
     (歯       2) 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 212733,0240,5 かねこ歯科クリニック〒664-0873 072-778-5580金　吾潤（金子哲也）金　吾潤（金子哲也）平25. 8. 1歯   小歯 診療所
     伊丹市野間８丁目１番２号あぜり常　勤:    1 その他 現存
     あサンハイツ１０９ (歯       1) 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 212833,0241,3 善住歯科医院 〒664-0884 072-781-0695善住　聖子 善住　聖子 平26. 1. 1歯   小歯 診療所
     伊丹市美鈴町３丁目５番地 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平26. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 212933,0242,1 えいと歯科 〒664-0858 072-784-8811山下　健司 山下　健司 平26. 3. 1歯   矯歯 小歯診療所
     伊丹市西台３丁目９番２０号アシ常　勤:    1 新規 現存
     ビル５階 (歯       1) 平26. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 213033,0243,9 木下歯科 〒664-0861 072-743-0180木下　勝巳 木下　勝巳 平26. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     伊丹市稲野町６－８６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 213133,0244,7 わたなべ歯科医院 〒664-0028 072-770-5656医療法人社団　わたな渡部　一也 平27. 1. 1歯   小歯 診療所
     伊丹市西野２丁目４２３番地 常　勤:    1べ歯科医院　理事長　 組織変更 現存
     (歯       1)渡部　一也 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 213233,0246,2 かねこ歯科診療所 〒664-0858 072-785-1418金子　潤平 金子　潤平 平27. 5. 1歯   歯外 小歯診療所
     伊丹市西台３－７－７ 常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 213333,0247,0 荒牧あおやま歯科医院〒664-0001 072-764-5625青山　尚正 青山　尚正 平27. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     伊丹市荒牧１丁目４－３０ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 213433,0248,8 澤村歯科医院 〒664-0861 072-772-6750澤村　英明 澤村　英明 平27. 8. 1歯   小歯 歯外診療所
     伊丹市稲野町６－５３ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平27. 8. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
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 213533,0249,6 かなやま歯科医院 〒664-0831 072-787-6480医療法人社団ハーモス金　德和（金山德和）平27.10. 7歯   小歯 診療所
     伊丹市北伊丹八丁目２６０番地１常　勤:    1　理事長　金山　徳和 移動 現存
     ランティス伊丹北１階 (歯       1) 平27.10. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 213633,0250,4 こさか歯科クリニック〒664-0873 072-767-7685小酒　和来朗 小酒　和来朗 平28. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     伊丹市野間７丁目１６番３号伊丹常　勤:    1 新規 歯外 現存
     日野ビル　１階１０１号室 (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 213733,0251,2 しげ歯科　稲野駅前院〒664-0861 072-783-6480 原　茂生 原　茂生 平28.10. 1歯   小歯 矯歯診療所
     伊丹市稲野町１丁目８７番１ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平28.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 213833,0252,0 高橋おとなこども歯科〒664-0020 072-773-1182髙橋　洋介 髙橋　洋介 平28.11. 1歯   小歯 矯歯診療所
     伊丹市寺本東２丁目４番２６号 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 213933,0253,8 おざわファミリー歯科〒664-0895 072-780-1182小澤　俊介 小澤　俊介 平29. 2. 1歯   小歯 歯外診療所
     伊丹市宮ノ前１－４－２４伊丹み常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     やのまち３号館１Ｆ（１０２） (歯       1) 平29. 2. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 214033,0254,6 グリーンデンタルクリ〒664-0027 072-779-1345喜田　昌子 喜田　昌子 平29. 8. 1歯   診療所
     ニック 伊丹市池尻１丁目５１山本ビル３常　勤:    1 新規 現存
     階 (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 214133,0255,3 大輔おとなこども歯科〒664-0006 072-781-6100二階　大輔 二階　大輔 平29. 9. 1歯   小歯 矯歯診療所
     クリニック 伊丹市鴻池４丁目１番１０号ＯＡ常　勤:    1 新規 歯外 現存
     ＳＩＳ　Ｔｏｗｎ伊丹鴻池２０３(歯       1) 平29. 9. 1
     －３
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 214233,0256,1 つじの歯科医院 〒664-0852 072-775-3718 野　博大 野　博大 平30. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     伊丹市南本町３丁目２－８ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 214333,0257,9 はまだ歯科 〒664-0858 072-784-4618濱田　有美 濱田　有美 平30. 4. 1歯   歯外 小歯診療所
     伊丹市西台２丁目７番１８号エス常　勤:    2 新規 矯歯 現存
     ポワールコナカビル　１階 (歯       2) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 214433,0258,7 うえだ歯科医院 〒664-0023 072-773-4618上田　晃己 上田　晃己 平30. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     伊丹市中野西４丁目６６番地辻田常　勤:    1 新規 現存
     ビル１階 (歯       1) 平30. 4. 1
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 214533,0259,5 ただ歯科クリニック 〒664-0004 072-767-7791多田　和彦 多田　和彦 平30. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     伊丹市東野６－６ 常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 214634,0023,3 山田歯科医院 〒679-2161 山田　良平 山田　良平 昭49. 6. 1歯   診療所
     姫路市香寺町溝口５７６－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 214734,0027,4 空地歯科医院 〒679-2143 空地　輝明 空地　輝明 昭54.11. 1歯   診療所
     姫路市香寺町中仁野字一長２４３常　勤:    1 現存
     －１ (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 214834,0032,4 桐月歯科医院 〒679-2434 0790-32-1807医療法人社団　桐月歯桐月　勲治 平元. 8. 1歯   診療所
     神崎郡神河町吉富１６２２－１ 常　勤:    1科診療所　理事長　桐 現存
     (歯       1)月　勲治 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 214934,0033,2 ふじもと歯科 〒679-2334 0790-28-1847藤本　雅彦 藤本　雅彦 平 3. 5. 1歯   診療所
     神崎郡市川町鶴居２９７－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 215034,0035,7 山口歯科医院 〒679-2323 0790-26-0054山口　隆久 山口　隆久 平 4. 5. 1歯   診療所
     神崎郡市川町甘地８２５ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 215134,0036,5 松岡歯科医院 〒679-2421 0790-32-1801松岡　寿 松岡　寿 平 4. 6. 1歯   診療所
     神崎郡神河町加納３５６－４ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 215234,0037,3 かたおか歯科医院 〒679-2315 0790-26-2668片岡　元二郎 片岡　元二郎 平 6.11. 1歯   診療所
     神崎郡市川町西川辺字宮ノ前３４常　勤:    1 現存
     ７－１ (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 215334,0039,9 多月歯科クリニック 〒679-2151 0792-32-7500多月　洋介 多月　洋介 平 8. 5. 1歯   診療所
     姫路市香寺町香呂３４－３ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 215434,0040,7 中安歯科クリニック 〒679-2203 0790-24-2220中安　博之 中安　博之 平 9. 5. 1歯   診療所
     神崎郡福崎町南田原３１０９－５常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 215534,0041,5 はらだ歯科医院 〒679-2204 0790-23-0019原田　博紀 原田　博紀 平10. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     神崎郡福崎町西田原１６８８－３常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
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 215634,0043,1 おおつか歯科医院 〒679-2144 0792-32-8080大塚　正紀 大塚　正紀 平11. 3. 1歯   診療所
     姫路市香寺町中屋１６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 215734,0044,9 くぼ歯科 〒679-3116 0790-34-0800久保　雅彦 久保　雅彦 平11. 5. 1歯   診療所
     神崎郡神河町寺前２１９－３ルネ常　勤:    1 移動 現存
     ス大河内１階 (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 215834,0045,6 ヨコテデンタルクリニ〒679-2151 0792-32-7855医療法人社団　優美歯横手　優介 平11. 5. 1歯   診療所
     ック 姫路市香寺町香呂１０７－１ 常　勤:    1科　理事長　横手　優 組織変更 現存
     (歯       1)介 平29. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 215934,0046,4 畑中歯科医院 〒679-2164 0792-32-8141畑中　利也 畑中　利也 平11. 9. 1歯   診療所
     姫路市香寺町中寺２２４－１１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 216034,0048,0 よしだ歯科 〒679-2212 0790-24-5024吉田　真紀子 吉田　真紀子 平13.11. 1歯   診療所
     神崎郡福崎町福田３９７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 216134,0053,0 山本歯科医院 〒679-2214 0790-22-6487山本　真 山本　真 平19.10. 1歯   歯外 小歯診療所
     神崎郡福崎町福崎新２４３－１ 常　勤:    2 新規 矯歯 現存
     (歯       2) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 216234,0054,8 三木歯科医院 〒679-2203 0790-24-1300三木　久永 三木　久永 平20. 3. 1歯   診療所
     神崎郡福崎町南田原２１７３－１常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 216334,0055,5 にしむら歯科クリニッ〒679-2203 0790-22-8148西村　栄高 西村　栄高 平20. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 神崎郡福崎町南田原１２００－１常　勤:    1 新規 現存
     ７ (歯       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 216434,0056,3 長門歯科医院 〒679-2204 0790-22-4009長門　宏直 長門　宏直 平21. 1. 1歯   診療所
     神崎郡福崎町西田原１０５ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 216534,0057,1 松岡歯科クリニック 〒679-2204 0790-23-2324松岡　晋作 松岡　晋作 平25. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     神崎郡福崎町西田原１１４９－１常　勤:    1 新規 現存
     　２Ｆ (歯       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 216634,0058,9 おおにしクリニック 〒679-2215 0790-24-5118大西　健祐 大西　健祐 平26. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     (34,0111,0) 神崎郡福崎町西治１４８１ 常　勤:    2 新規 内   神内 現存
     (医       1) 平26. 4. 1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 216734,0059,7 しもやま歯科 〒679-2315 0790-26-2312医療法人社団　しもや下山　瑶子 平26. 8. 1歯   小歯 診療所
     神崎郡市川町西川辺６３５番地 常　勤:    1ま歯科　理事長　下山 移動 現存
     (歯       1)　瑶子 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 216834,0060,5 藤澤歯科医院 〒679-2201 0790-22-4849牧　さおり 牧　さおり 平28.11. 8歯   診療所
     神崎郡福崎町大貫１６７８ 常　勤:    1 その他 現存
     (歯       1) 平28.11. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 216934,0062,1 かとう歯科クリニック〒679-2415 0790-31-2300河東　泰行 河東　泰行 平30. 6. 1歯   小歯 診療所
     神崎郡神河町福本３１８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 217035,0012,3 津田歯科医院 〒672-0100 07933-5-0137津田　浅松 津田　浅松 昭60. 5. 1歯   診療所
     姫路市家島町眞浦２２５６ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 217135,0014,9 多月歯科医院 〒671-2103 079-336-3300多月　芳樹 多月　芳樹 昭61. 5. 1歯   診療所
     姫路市夢前町前之庄２１５２－１常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 217235,0017,2 古宮歯科医院 〒672-0101 07932-5-2686古宮　哲朗 古宮　哲朗 昭62. 5. 1歯   診療所
     姫路市家島町真浦６０２柴田ビル常　勤:    1 現存
     ２階 (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 217335,0020,6 たちばな歯科 〒671-2134 07933-5-3770橘　陽一郎 橘　陽一郎 平 4.10. 1歯   診療所
     姫路市夢前町菅生澗字新在家８－常　勤:    1 現存
     ２ (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 217436,0027,9 山本歯科医院 〒679-4154 山本　忠和 山本　忠和 昭54.12. 1 診療所
     たつの市揖保町西構１７７－８ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 217536,0028,7 岩崎歯科 〒679-4108 岩崎　友昭 岩崎　友昭 昭55. 5. 1歯   診療所
     たつの市神岡町大住寺７４０－１常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 217636,0029,5 西田歯科医院 〒679-4167 07916-2-0648西田　順孝 西田　順孝 昭56. 1. 1歯   診療所
     たつの市龍野町富永２０７－４ 常　勤:    3 現存
     (歯       3) 平29. 1. 1
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 217736,0033,7 玉田歯科医院 〒679-4129 07916-3-1535玉田　英明 玉田　英明 昭59. 7. 1歯   診療所
     たつの市竜野町堂本字上長塀３６常　勤:    1 現存
     －２ (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 217836,0034,5 本窪田歯科医院 〒679-4167 07916-2-2722本窪田　健介 本窪田　健介 昭60. 5. 1歯   診療所
     たつの市竜野町富永７４７－３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 217936,0035,2 いわお歯科医院 〒679-4167 07916-3-3826巖　準一 巖　準一 昭61. 6. 1歯   診療所
     たつの市竜野町富永４９１－５ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 218036,0036,0 中町歯科医院 〒679-4003 中町　守人 中町　守人 昭61.11. 1歯   診療所
     たつの市揖西町小神１２６－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 218136,0038,6 まさと歯科医院 〒679-4109 07916-5-2276徳永　正人 徳永　正人 昭63. 4. 1歯   診療所
     たつの市神岡町東觜崎５４６－１常　勤:    1 現存
     ０ (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 218236,0039,4 寺田歯科医院 〒679-4177 07916-2-0590寺田　昌弘 寺田　昌弘 平元. 4. 1歯   診療所
     たつの市龍野町下川原７８－３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 218336,0040,2 ふじもと歯科医院 〒679-4123 07916-3-9331藤本　將人 藤本　將人 平 2. 7. 1歯   診療所
     たつの市龍野町片山２３８－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 218436,0042,8 西はりまデンタルクリ〒679-4132 0791-62-5511西川　光治 西川　光治 平11.10. 1歯   歯外 診療所
     ニック たつの市誉田町福田７８０－４２常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 218536,0043,6 とも歯科クリニック 〒679-4129 0791-64-0120西村　智裕 西村　智裕 平12. 9. 1歯   歯外 小歯診療所
     たつの市龍野町堂本字天神４２７常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     －１ (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 218636,0046,9 にしむら歯科クリニッ〒679-4121 0791-64-0088医療法人社団にしむら西村　芳明 平22. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ク たつの市龍野町島田７２０番地５常　勤:    3歯科クリニック　理事 組織変更 歯外 現存
     (歯       3)長　西村　芳明 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 218736,0047,7 Ｎｏｒｉ　Ｄｅｎｔａ〒679-4174 0791-63-0648久保　勝宣 久保　勝宣 平25. 1. 7歯   診療所
     ｌ　Ｃｌｉｎｉｃ たつの市龍野町柳原３３－２ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平25. 1. 7
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 218836,0048,5 かどめ歯科医院 〒679-4122 0791-63-1678井上　浩幸 井上　浩幸 平25. 2. 9歯   歯外 小歯診療所
     たつの市龍野町日飼３７３ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平25. 2. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 218936,0049,3 医療法人社団　石原歯〒671-1631 0791-72-4181医療法人社団　石原歯石原　昇 平25. 4. 1歯   診療所
     科医院 たつの市揖保川町山津屋字早瀬１常　勤:    1科医院　理事長　石原 移動 現存
     ２９－３ (歯       1)　昇 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 219036,0050,1 たなか歯科クリニック〒679-4167 0791-64-6800田中　栄士 田中　栄士 平26. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     たつの市龍野町富永８７８－１ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 219136,0052,7 雅歯科クリニック 〒679-4017 0791-60-1329髙田　雅之 髙田　雅之 平26.12. 1歯   診療所
     たつの市揖西町土師２丁目２番地常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 219236,0053,5 小宅歯科医院 〒671-1621 0791-72-5000小宅　正人 小宅　正人 平27. 4. 1歯   矯歯 診療所
     たつの市揖保川町正條２２１－４常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 219336,0055,0 ユアーズオーラルクリ〒679-4128 0791-72-9322医療法人社団　ユアー柏村　明宏 平29. 4. 1歯   歯外 小歯診療所
     ニック たつの市龍野町小宅北４０－２２常　勤:    1ズオーラルクリニック 組織変更 矯歯 現存
     (歯       1)　理事長　柏村　明宏 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 219437,0021,0 あづみ歯科医院 〒679-5301 0790-82-0202安積　明 安積　明 平 2. 5. 1歯   診療所
     佐用郡佐用町佐用字沖田１３２－常　勤:    3 現存
     １ (歯       3) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 219537,0022,8 小笹歯科医院 〒679-5133 0790-79-3377小笹　昌彦 小笹　昌彦 平 3. 7. 1歯   診療所
     佐用郡佐用町三日月１１１４－２常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 219637,0025,1 小林歯科クリニック 〒679-5301 0790-82-4618小林　倫也 小林　倫也 平14. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     佐用郡佐用町佐用５０７－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 219737,0026,9 南光歯科保健センター〒679-5211 0790-78-1180佐用町長　庵逧　典章新庄　文明 平17.10. 1歯   診療所
     佐用郡佐用町下徳久１００５番地常　勤:    1 交代 現存
     １ (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 219837,0028,5 池田デンタルクリニッ〒679-5523 0790-86-0080医療法人　海風　理事池田　紀夫 平27. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     ク 佐用郡佐用町上月５７７番地 常　勤:    2長　池田　紀夫 組織変更 現存
     (歯       2) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 219938,0024,2 加古歯科医院 〒671-2577 0790-62-6066加古　公一 加古　公一 昭46. 1. 1歯   診療所
     宍粟市山崎町山崎１５８ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 220038,0032,5 垣内歯科医院 〒671-4221 07906-5-3606垣内　英也 垣内　英也 昭57. 3. 1歯   診療所
     宍粟市波賀町上野８３１－９ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 220138,0033,3 ふくい歯科診療所 〒671-2575 0790-62-4120福井　芳幸 福井　芳幸 昭57. 7. 1歯   診療所
     宍粟市山崎町山田字折上ケ１６１常　勤:    1 現存
     －２ (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 220238,0035,8 髙田歯科 〒671-2576 07906-2-6800高田　易典 高田　易典 昭58.11. 1歯   診療所
     宍粟市山崎町鹿沢１３３－２ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 220338,0036,6 阿曽歯科 〒671-2577 0790-62-0316阿曽　寿尚 阿曽　寿尚 昭61. 4. 1歯   診療所
     宍粟市山崎町山崎１３０ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 220438,0037,4 尾下歯科医院 〒671-2572 0790-62-8184尾下　修 尾下　修 昭62. 7. 1歯   診療所
     宍粟市山崎町庄能２６１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 220538,0038,2 梶間歯科医院 〒671-2572 0790-62-5051梶間　孝樹 梶間　孝樹 昭63. 8. 1歯   診療所
     宍粟市山崎町庄能３４１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 220638,0039,0 かねこ歯科医院 〒671-2401 0790-66-3960金香　晶洋 金香　晶洋 平 2. 5. 1歯   診療所
     姫路市安富町安志６００－１２６常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 220738,0041,6 岸本歯科医院 〒671-4131 0790-72-1775岸本　芳樹 岸本　芳樹 平 5. 4. 1歯   診療所
     宍粟市一宮町安積１３９４－１１常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 220838,0043,2 林矯正小児歯科クリニ〒671-2572 0790-62-3988林　滋 林　滋 平 7.11. 1矯歯 小歯 診療所
     ック 宍粟市山崎町庄能１５３－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28.11. 1
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 220938,0045,7 大橋歯科医院 〒671-2401 0790-66-2006大橋　一仁 大橋　一仁 平15. 6. 1歯   診療所
     姫路市安富町安志１１３０ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 221038,0046,5 おかの歯科 〒671-2545 0790-63-1180岡野　英徳 岡野　英徳 平16. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     宍粟市山崎町中井５－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 221138,0047,3 マキノデンタルクリニ〒671-2544 0790-63-3030牧野　修一 牧野　修一 平19. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ック 宍粟市山崎町千本屋１９５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 221238,0048,1 林歯科医院 〒671-3201 0790-76-2005林　大輔 林　大輔 平22. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     宍粟市千種町千草７０１－１ 常　勤:    2 交代 矯歯 現存
     (歯       2) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 221338,0049,9 田内歯科医院 〒671-2576 0790-62-8099田内　義隆 田内　義隆 平25.12. 1歯   診療所
     宍粟市山崎町鹿沢１１５－７ 常　勤:    2 移動 現存
     (歯       2) 平25.12. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 221439,0011,7 安藤歯科医院 〒678-1231 07915-2-0245安藤　葉子 安藤　葉子 昭59. 4.24歯   診療所
     赤穂郡上郡町上郡９２６－１ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平29. 4.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 221539,0012,5 白岩歯科医院 〒678-1226 07915-2-5707白岩　一心 白岩　一心 平 4. 4. 1歯   診療所
     赤穂郡上郡町高田台５－１－６ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 221639,0014,1 津田歯科医院 〒678-1251 0791-52-6480津田　泰 津田　泰 平11. 1. 1歯   歯外 診療所
     赤穂郡上郡町井上９３－６ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 221739,0015,8 すがはら歯科クリニッ〒678-1241 0791-57-2366菅原　聡 菅原　聡 平12. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 赤穂郡上郡町山野里２９２７番地常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 221839,0018,2 やお歯科クリニック 〒678-1233 0791-57-3666八尾　賢児 八尾　賢児 平16. 4. 1歯   診療所
     赤穂郡上郡町大持３８１－１６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1



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

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［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   224 頁

 221940,0092,5 山口歯科医院 〒670-0000 山口　清次 山口　清次 昭35.10.17歯   診療所
     姫路市豊富町太尾３４８ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29.10.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 222040,0142,8 本間歯科医院 〒672-8097 0792-36-4585本間　宗達 本間　宗達 昭39. 8. 1歯   診療所
     姫路市飾磨区山崎２９２ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 222140,0181,6 宇宿歯科医院 〒670-0073 0792-94-7361宇宿　赫洋 宇宿　赫洋 昭42.10. 1歯   診療所
     姫路市御立中８－１０－３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 222240,0183,2 田路歯科医院 〒670-0854 0792-22-6916田路　陽一 田路　陽一 昭42.11. 1歯   診療所
     姫路市五軒邸４－７８ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 222340,0204,6 北道歯科医院 〒670-0912 079-223-2159北道　利明 北道　利明 昭44.11. 1歯   診療所
     姫路市南町１２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 222440,0220,2 田中歯科医院 〒671-1113 0792-39-1738田中　秀昭 田中　秀昭 昭46. 5. 1歯   診療所
     姫路市広畑区清水町１－５４ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 222540,0225,1 横田歯科医院 〒671-1152 0792-39-3497横田　盛策 横田　盛策 昭46.10. 1歯   診療所
     姫路市広畑区小松町３－５０－２常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 222640,0240,0 橋詰歯科医院 〒670-0028 0792-97-4560橋詰　茂正 橋詰　茂正 昭48. 1. 1歯   診療所
     姫路市岩端町１５０ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 222740,0247,5 たむら歯科医院 〒671-1143 0792-36-9321田村　紘一 田村　紘一 昭48. 6. 1歯   診療所
     姫路市大津区天満４００ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 222840,0258,2 吉田歯科診療所 〒672-8097 0792-36-1319吉田　種男 吉田　種男 昭49. 3. 1歯   診療所
     姫路市飾磨区山崎西畑台９９９ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 222940,0262,4 黒田歯科医院 〒670-0021 0792-96-2680黒田　晋一 黒田　晋一 昭49. 5. 1歯   診療所
     姫路市山野井町１３１－２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 223040,0263,2 ウエダ歯科医院 〒670-0925 0792-84-0105植田　惣二郎 植田　惣二郎 昭49. 6. 1歯   診療所
     姫路市亀井町７３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 223140,0264,0 横田歯科医院 〒670-0921 0792-22-3203横田　実 横田　実 昭49. 6. 1歯   診療所
     姫路市綿町７１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 223240,0265,7 武内歯科医院 〒670-0058 0792-97-6743武内　良紀 武内　良紀 昭49. 9. 1歯   診療所
     姫路市車崎１丁目２番３－２０２常　勤:    1 現存
     号エバーグリーン今宿Ａ棟 (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 223340,0282,2 吉本歯科診療所 〒670-0056 079-297-8928吉本　正直 吉本　正直 昭51. 8. 1歯   診療所
     姫路市東今宿２丁目７番１６号　常　勤:    1 現存
     吉本ビル内 (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 223440,0285,5 吉本歯科医院 〒670-0935 0792-81-0005吉本　一馬 吉本　一馬 昭51.11. 4歯   診療所
     姫路市北条口１－３３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24.11. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 223540,0289,7 藤城歯科医院 〒670-0083 0792-93-1461藤城　輝夫 藤城　輝夫 昭52. 6. 1歯   診療所
     姫路市辻井６－１７－４０ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 223640,0293,9 都筑歯科医院 〒671-0234 0792-53-0073都筑　五百助 都筑　五百助 昭52. 8. 1歯   診療所
     姫路市御国野町国分寺５１０ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 223740,0295,4 田隅歯科医院 〒670-0923 0792-84-2891田隅　寛 田隅　寛 昭52.10. 1歯   診療所
     姫路市呉服町４８　ハトヤ第１ビ常　勤:    2 現存
     ル３階 (歯       2) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 223840,0296,2 今井歯科 〒670-0921 0792-85-1001今井　勝 今井　勝 昭53. 1. 1歯   診療所
     姫路市綿町１１９　姫路不動ビル常　勤:    1 現存
     ４階 (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 223940,0301,0 龍田歯科医院 〒671-1234 079-272-4703龍田　一郎 龍田　一郎 昭53. 3. 1歯   診療所
     姫路市網干区新在家幸町１３７１常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平29. 3. 1



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

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成30年 6月 1日現在　歯科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成   226 頁

 224040,0303,6 村上歯科医院 〒671-1213 0792-74-1180村上　真人 村上　真人 昭53. 5. 1歯   診療所
     姫路市勝原区茶屋３１６－３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 224140,0304,4 釜田歯科医院 〒670-0074 0792-96-2614釜田　覃行 釜田　覃行 昭53. 5. 1歯   診療所
     姫路市御立西２－８－１０ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 224240,0306,9 野中歯科医院 〒670-0073 0792-97-3638野中　仁一 野中　仁一 昭53. 7. 1歯   診療所
     姫路市御立中５－６－２５ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 224340,0309,3 安倍歯科 〒670-0875 0792-98-1248安倍　二郎 安倍　二郎 昭53.12. 1歯   診療所
     姫路市南八代町１０－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 224440,0310,1 幡中歯科 〒670-0845 0792-88-2224幡中　大吉 幡中　大吉 昭54. 1. 1歯   診療所
     姫路市城東町京口台８７ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 224540,0311,9 林歯科医院 〒671-1253 0792-72-0262林　義清 林　義清 昭54. 1. 1歯   診療所
     姫路市網干区垣内中町８０ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 224640,0312,7 瀧北歯科医院 〒672-8051 0792-35-0397瀧北　明 瀧北　明 昭54. 2. 1歯   診療所
     姫路市飾磨区清水１９８ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 224740,0315,0 鈴木石川歯科医院 〒670-0015 079-222-3322鈴木　公晴 鈴木　公晴 昭54. 4. 1歯   診療所
     姫路市総社本町１７２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 224840,0317,6 松本歯科医院 〒671-2214 0792-66-9115松本　重之 松本　重之 昭54. 7. 1歯   診療所
     姫路市西夢前台１－１２６ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 224940,0322,6 英歯科医院 〒670-0937 0792-82-8188英　一雄 英　一雄 昭55. 1. 1歯   診療所
     姫路市元塩町９８ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 225040,0324,2 山田歯科医院 〒672-8071 0792-33-0648山田　豊和 山田　豊和 昭55. 4. 1歯   診療所
     姫路市飾磨区構２－１１７ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 225140,0327,5 沼田歯科医院 〒670-0935 0792-22-4258沼田　正敏 沼田　正敏 昭55. 6. 1歯   診療所
     姫路市北条口２－２８ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 225240,0329,1 三木歯科 〒672-8052 0792-35-1850三木　孝郎 三木　孝郎 昭55. 7. 1歯   診療所
     姫路市飾磨区玉地１－５３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 225340,0332,5 三木歯科診療所 〒670-0012 0792-23-2433三木　明 三木　明 昭55. 7. 1歯   診療所
     姫路市本町１３７ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 225440,0333,3 とだ歯科医院 〒670-0086 0792-97-8148戸田　洋子 戸田　洋子 昭55. 8. 1歯   診療所
     姫路市田寺６－４－１５ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 225540,0336,6 三木歯科医院 〒679-4221 079-261-2200三木　逸郎 三木　逸郎 昭55. 9. 1歯   診療所
     姫路市林田町林谷２０５ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 225640,0337,4 塩見歯科診療所 〒672-8015 0792-46-2802塩見　聰 塩見　聰 昭55.10. 1歯   診療所
     姫路市八家前浜１２７７－６ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 225740,0338,2 八十歯科医院 〒670-0992 0792-98-8241八十　一博 八十　一博 昭55.10. 1歯   診療所
     姫路市福沢町８４ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 225840,0345,7 河田歯科医院 〒670-0961 0792-88-4682河田　克之 河田　克之 昭56. 3. 1歯   診療所
     姫路市南畝町２丁目５６ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 225940,0347,3 松尾歯科医院 〒672-8051 0792-33-0829松尾　正人 松尾　正人 昭56. 8. 1歯   診療所
     姫路市飾磨区清水１３１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 226040,0354,9 小松歯科医院 〒672-8040 0792-88-2880小松　秀樹 小松　秀樹 昭57. 4. 1歯   診療所
     姫路市飾磨区野田町１５８ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
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 226140,0361,4 ヌマタ歯科医院 〒670-0094 0792-97-5457沼田　好道 沼田　好道 昭57.10. 1歯   診療所
     姫路市新在家中の町１７－１８ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 226240,0365,5 片岡歯科医院 〒670-0947 0792-24-0218片岡　美世 片岡　美世 昭57.12. 1歯   診療所
     姫路市北条１ー９７ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 226340,0369,7 西山歯科医院 〒671-2214 0792-67-1600西山　孝明 西山　孝明 昭58. 4. 1歯   診療所
     姫路市西夢前台３丁目１６ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 226440,0371,3 小松歯科クリニック 〒670-0844 0792-88-3180小松　盛樹 小松　盛樹 昭58. 7. 1歯   診療所
     姫路市城東町野田１－６－１８ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 226540,0373,9 橋本歯科医院 〒679-2124 0792-64-1758橋本　芳紀 橋本　芳紀 昭58. 7. 1歯   診療所
     姫路市豊富町甲丘３丁目８ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 226640,0375,4 桂歯科医院 〒670-0822 0792-81-1451桂　雅紀 桂　雅紀 昭58. 8. 1歯   診療所
     姫路市市川台１丁目１２７－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 226740,0377,0 濱本歯科医院 〒670-0029 0792-92-0524濱本　寛之 濱本　寛之 昭58. 8. 1歯   診療所
     姫路市嵐山町１９の６ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 226840,0379,6 井上歯科医院 〒671-0232 0792-53-8477井上　亮一郎 井上　亮一郎 昭58.12. 1歯   診療所
     姫路市御国野町御着７８１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 226940,0380,4 山本歯科医院 〒671-1116 0792-36-0216山本　啓三 山本　啓三 昭59. 1. 1歯   診療所
     姫路市広畑区正門通２丁目９－４常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 227040,0383,8 片山歯科医院 〒672-8051 0792-35-0306片山　仁 片山　仁 昭59. 5. 1歯   診療所
     姫路市飾磨区清水１１７ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 227140,0387,9 マツモト歯科医院 〒671-2244 0792-64-2481松本　三千雄 松本　三千雄 昭59. 8. 1歯   診療所
     姫路市実法寺字カジヤ４３４－２常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 227240,0392,9 瀧口歯科医院 〒671-1234 0792-74-1515瀧口　宗廣 瀧口　宗廣 昭60. 1. 1歯   診療所
     姫路市網干区新在家１３７９ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 227340,0393,7 亀本歯科医院 〒671-1233 0792-72-5858亀本　博雅 亀本　博雅 昭60. 3. 1歯   診療所
     姫路市網干区大江島古川町５０ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 227440,0399,4 三木歯科クリニック 〒672-8044 0792-34-1181三木　哲持 三木　哲持 昭60. 6. 1歯   診療所
     姫路市飾磨区下野田二丁目４６６常　勤:    1 現存
     －１ (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 227540,0401,8 ユキオ歯科医院 〒670-0996 0792-93-0418手井　幸男 手井　幸男 昭60. 6. 1歯   診療所
     姫路市土山６丁目１ー１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 227640,0403,4 伊賀歯科医院 〒671-1156 079-239-4182伊賀　文保 伊賀　文保 昭60.10. 1歯   診療所
     姫路市広畑区小坂１１１－５ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 227740,0404,2 高西歯科医院 〒670-0086 0792-92-0008高西　正人 高西　正人 昭60.10. 1歯   診療所
     姫路市田寺１丁目３－１０ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 227840,0405,9 花岡歯科医院 〒671-1234 0792-73-5025花岡　英夫 花岡　英夫 昭60.10. 1歯   診療所
     姫路市網干区新在家５０２ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 227940,0406,7 加島歯科医院 〒679-2101 0792-32-1450加島　俊幸 加島　俊幸 昭61. 1. 1歯   診療所
     姫路市船津町４００６－２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 228040,0408,3 浦上歯科医院 〒670-0047 0792-92-5172浦上　豊治 浦上　豊治 昭61. 1. 1歯   診療所
     姫路市花影町１丁目３８ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 228140,0410,9 高倉歯科医院 〒671-2202 0792-94-6480高倉　泰二 高倉　泰二 昭61. 4. 1歯   診療所
     姫路市北夢前台１丁目１３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 228240,0411,7 上野歯科医院 〒670-0046 0792-92-2992上野　健一郎 上野　健一郎 昭61. 5. 1歯   小歯 診療所
     姫路市東雲町４丁目５－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 228340,0412,5 松本歯科医院 〒672-8045 0792-35-6301松本　恭明 松本　恭明 昭61. 5. 1歯   診療所
     姫路市飾磨区中野田１丁目６３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 228440,0413,3 名定歯科医院 〒672-8023 0792-45-4848名定　通 名定　通 昭61. 5. 1歯   診療所
     姫路市白浜町甲２１１６ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 228540,0414,1 吉野歯科医院 〒672-8031 0792-45-6212吉野　裕之 吉野　裕之 昭61. 9. 1歯   診療所
     姫路市飾磨区妻鹿９８７－１３ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 228640,0415,8 井上歯科医院 〒670-0081 0792-94-5500井上　達也 井上　達也 昭61. 9. 1歯   診療所
     姫路市田寺東４丁目１６－８ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 228740,0416,6 三木歯科医院 〒679-2123 0792-64-0751三木　弘好 三木　弘好 昭61. 9. 1歯   診療所
     姫路市豊富町豊富２４３４－１ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 228840,0418,2 末広歯科医院 〒671-1103 0792-39-5600末廣　良行 末広　良行 昭61.12. 1歯   診療所
     姫路市広畑区西夢前台５丁目１７常　勤:    1 現存
     ３ (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 228940,0419,0 松崎歯科医院 〒671-1114 0792-36-6616松崎　護 松崎　護 昭61.12. 1歯   診療所
     姫路市広畑区本町２丁目６２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 229040,0420,8 勝谷歯科医院 〒670-0965 079-288-0970勝谷　芳文 勝谷　芳文 昭62. 2. 1歯   診療所
     姫路市東延末３－４グリーンピア常　勤:    3 現存
     南大路時計台ビル１階 (歯       3) 平29. 2. 1
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 229140,0421,6 板垣歯科クリニック 〒671-1262 0792-74-3141板垣　裕之 板垣　裕之 昭62. 4. 1歯   診療所
     姫路市余部区上余部２２８－４ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 229240,0422,4 宇都宮歯科医院 〒672-8080 0792-37-2100宇都宮　正幸 宇都宮　正幸 昭62. 5. 1歯   診療所
     姫路市飾磨区英賀宮町１丁目４９常　勤:    1 現存
     －３ (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 229340,0424,0 伊東歯科医院 〒672-8091 0792-36-0115伊東　禎雄 伊東　禎雄 昭62. 7. 1歯   診療所
     姫路市飾磨区英賀保駅前町６４－常　勤:    2 現存
     ３ (医       1) 平29. 7. 1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 229440,0426,5 三木歯科医院 〒671-2216 0792-66-7800三木　隆樹 三木　隆樹 昭62. 7. 1歯   診療所
     姫路市飾西６３８－１ノース青山常　勤:    1 現存
     １階 (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 229540,0428,1 石田歯科医院 〒670-0801 0792-64-1520石田　隆之 石田　隆之 昭62.10. 1歯   診療所
     姫路市仁豊野２７４－９ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 229640,0430,7 姫路市歯科医師会附属〒670-0955 0792-22-6983一般社団法人　姫路市田隅　正利 昭62.12. 1歯   診療所
     歯科診療所 姫路市安田３丁目１０７ 常　勤:    1歯科医師会　会長　橋 現存
     (歯       1)本　芳紀 平29.12. 1
     非常勤:   64
     (歯      64)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 229740,0431,5 黒坂歯科診療所 〒672-8079 079-234-1450黒坂　康夫 黒坂　康夫 昭62.12. 1歯   診療所
     姫路市飾磨区今在家４丁目３１０常　勤:    1 現存
     番地 (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 229840,0435,6 長瀬歯科 〒671-0218 0792-53-2040長瀬　輝彦 長瀬　輝彦 昭63. 4. 1歯   診療所
     姫路市飾東町庄字二反田１９０－常　勤:    1 現存
     ４ (歯       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 229940,0439,8 野間歯科医院 〒670-0906 0792-92-0418野間　三豊 野間　三豊 昭63.11. 1歯   診療所
     姫路市博労町１３４ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成30年 6月 1日現在　歯科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成   232 頁

 230040,0442,2 姫路医療生活協同組合〒670-0973 0792-33-0016姫路医療生活協同組合西山　憲行 平元. 6. 1歯   診療所
     　共立歯科 姫路市亀山２１２－３ 常　勤:    3　代表理事　荻野　俊 現存
     (歯       3)夫 平28. 6. 1
     非常勤:   17
     (歯      17)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 230140,0445,5 佐多歯科医院 〒670-0836 0792-97-6178佐多　誠 佐多　誠 平元. 9. 1歯   診療所
     姫路市神屋町２－６４ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 230240,0449,7 幸長歯科医院 〒671-2201 079-266-8844医療法人社団　大美会幸長　美知宏 平元.11. 1歯   診療所
     姫路市書写２７３６番地－１１ 常　勤:    1　幸長歯科医院　理事 現存
     (歯       1)長　幸長　美知宏 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 230340,0452,1 神田歯科クリニック 〒670-0841 0792-23-4182神田　貢 神田　貢 平 2. 4. 1歯   診療所
     姫路市城東町７９－３クリオスビ常　勤:    1 現存
     ル３階 (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 230440,0453,9 田村歯科医院 〒671-1114 0792-36-2219田村　博宣 田村　博宣 平 2. 5. 1歯   診療所
     姫路市広畑区本町４丁目－７５３常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 230540,0455,4 森本歯科医院 〒671-0221 0792-52-0332森本　弥生 森本　弥生 平 2. 5. 1歯   診療所
     姫路市別所町別所１６７０－４ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 230640,0457,0 中里歯科医院 〒670-0063 0792-92-1211中里　剛一郎 中里　剛一郎 平 2. 9. 1歯   診療所
     姫路市下手野４丁目１３－５０ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 230740,0460,4 段歯科医院 〒670-0061 0792-97-0731段　充 段　充 平 2.10. 1歯   診療所
     姫路市西今宿３丁目１９－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 230840,0463,8 戸田歯科医院 〒670-0962 0792-23-0102戸田　勝也 戸田　勝也 平 3. 1. 1歯   診療所
     姫路市南駅前町２２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 230940,0466,1 東歯科医院 〒670-0804 0792-22-2248東　伊都子 東　伊都子 平 3. 6. 1歯   診療所
     姫路市保城字野田４９８－１ジュ常　勤:    1 現存
     ネス保城１階 (歯       1) 平30. 6. 1
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 231040,0467,9 花田歯科医院 〒671-2245 0792-66-7897花田　浩人 花田　浩人 平 3. 6. 1歯   診療所
     姫路市白鳥台１丁目３２－１０ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 231140,0469,5 福嶋歯科医院 〒671-2245 0792-66-8239福嶋　克明 福嶋　克明 平 3. 7. 1 診療所
     姫路市白鳥台３丁目６－９ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 231240,0470,3 古川歯科医院 〒671-1103 0792-36-4618古川　元由 古川　元由 平 3. 8. 1歯   診療所
     姫路市広畑区西夢前台７丁目１１常　勤:    1 現存
     ９ (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 231340,0471,1 あおた歯科 〒670-0894 0792-84-6880青田　壽文 青田　壽文 平 3.10. 1歯   診療所
     姫路市梅ケ谷町１－３４号 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 231440,0472,9 ふじわら歯科医院 〒671-2201 0792-67-2022藤原　明雄 藤原　明雄 平 3.10. 1歯   診療所
     姫路市書写１６４２－４ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 231540,0475,2 はせがわ歯科小児歯科〒670-0805 079-284-7230長谷川　洋一 長谷川　洋一 平 3.12. 1歯   小歯 診療所
     医院 姫路市西中島２６５ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 231640,0480,2 平井歯科医院 〒670-0949 0792-25-1018平井　彰 平井　彰 平 4. 4. 1歯   診療所
     姫路市三左衛門堀東の町５８１階常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 231740,0484,4 室歯科医院 〒670-0995 0792-95-1098室　直清 室　直清 平 4. 5. 1歯   診療所
     姫路市土山東の町４ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 231840,0487,7 松本歯科医院 〒672-8083 0792-39-8245松本　英利 松本　英利 平 4.11. 1歯   診療所
     姫路市飾磨区城南町３－３７ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 231940,0488,5 なんば歯科 〒670-0901 079-288-2170難波　修也 難波　修也 平 5. 1. 1歯   診療所
     姫路市西二階町８３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 232040,0491,9 たにぐち歯科 〒671-0111 0792-54-4433谷口　満 谷口　満 平 5. 8. 1一般         3診療所
     姫路市的形町的形字奥浜１７６６常　勤:    1 現存
     －２７ (歯       1) 平29. 8. 1
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 232140,0492,7 福永歯科医院 〒672-8035 0792-33-3663福永　修一 福永　修一 平 5. 9. 1一般         3診療所
     姫路市飾磨区中島８０４－１　永常　勤:    1 歯   現存
     田第２ビル１０１ (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 232240,0493,5 堀田歯科医院 〒671-1113 0792-39-2009堀田　眞一 堀田　眞一 平 5. 9. 1一般         3診療所
     姫路市広畑区清水町１－２５－２常　勤:    1 歯   現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 232340,0494,3 みき歯科医院 〒672-8079 0792-33-3363三木　伸介 三木　伸介 平 5.11. 1一般         3診療所
     姫路市飾磨区今在家５－６７ 常　勤:    1 歯   現存
     (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 232440,0498,4 松下歯科医院 〒670-0057 0792-98-9391松下　元臣 松下　元臣 平 6. 7. 1一般         2診療所
     姫路市北今宿２－１－１０－１０常　勤:    1 歯   小歯 現存
     ３ (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 232540,0499,2 松本矯正歯科 〒670-0927 079-222-6484医療法人社団　松本矯松本　昭則 平 6. 6. 1矯歯 診療所
     姫路市駅前町２５９　ぼうしゃビ常　勤:    1正歯科　理事長　松本 現存
     ル６階 (歯       1)　昭則 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 232640,0501,5 名倉歯科医院 〒670-0017 0792-88-7754名倉　義治 名倉　義治 平 6.10. 1歯   診療所
     姫路市福中町２１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 232740,0502,3 品田歯科医院 〒671-1213 0792-73-4620品田　勇人 品田　勇人 平 6.12. 1歯   診療所
     姫路市勝原区宮田２１－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 232840,0503,1 光川歯科医院 〒670-0043 0792-98-9366光川　雅彦 光川　雅彦 平 6.11.20歯   診療所
     姫路市小姓町３５－１　船場西ビ常　勤:    1 現存
     ル２階１１号 (歯       1) 平24.11.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 232940,0504,9 福永歯科医院 〒671-1133 0792-72-6767瀧元　知子 瀧元　知子 平 7. 4. 1歯   診療所
     姫路市大津区吉美８２６－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 233040,0505,6 よねやま歯科医院 〒670-0982 0792-95-2330米山　博彦 米山　博彦 平 7.10. 1歯   小歯 矯歯診療所
     姫路市岡田３５０－１ジヴェルニ常　勤:    1 現存
     ー岡田１階 (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 233140,0507,2 とみた歯科 〒671-1242 0792-73-6988冨田　明男 冨田　明男 平 7.11. 1歯   診療所
     姫路市網干区浜田１６４－３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28.11. 1
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 233240,0508,0 かのう歯科医院 〒671-1241 0792-74-3358加納　利文 加納　利文 平 7.11. 1歯   小歯 診療所
     姫路市網干区興浜１２１６－３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 233340,0510,6 中川歯科医院 〒671-1143 079-239-8841医療法人社団　中川歯中川　豪晴 平 7.12. 1歯   小歯 診療所
     姫路市大津区天満１９２－６ 常　勤:    5科医院　理事長　中川 現存
     (歯       5)　豪晴 平28.12. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 233440,0511,4 斉藤歯科医院 〒670-0955 079-282-2701医療法人社団　斉藤歯斉藤　栄 平 8. 1. 1歯   診療所
     姫路市安田１丁目２６ 常　勤:    2科医院　理事長　斉藤 現存
     (歯       2)　栄 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 233540,0512,2 大塚歯科クリニック 〒672-8013 0792-45-1702大塚　隆宣 大塚　隆宣 平 8. 2. 1歯   診療所
     姫路市白浜町宇佐崎北３丁目２１常　勤:    1 現存
     ５－２ (歯       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 233640,0513,0 中里歯科クリニック 〒671-1151 0792-37-8228中里　健次郎 中里　健次郎 平 8. 4. 1歯   診療所
     姫路市広畑区早瀬町２丁目２０ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 233740,0514,8 西本歯科医院 〒671-0251 0792-53-5355西本　佳生 西本　佳生（李　佳龍平 8. 4. 1歯   診療所
     姫路市花田町上原田３０－４ 常　勤:    1 ） 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 233840,0516,3 吉田歯科医院 〒679-2101 0792-32-8875吉田　尚智 吉田　尚智 平 8. 5. 1歯   診療所
     姫路市船津町２２５８－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 233940,0517,1 光辻歯科医院 〒672-8057 0792-33-5050光辻　哲顕 光辻　哲顕 平 8. 5. 1歯   診療所
     姫路市飾磨区恵美酒３６４－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 234040,0518,9 森本歯科 〒670-0985 0792-33-5500森本　泰文 森本　泰文 平 8. 5. 1歯   診療所
     姫路市玉手２丁目４０５番地 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 234140,0519,7 丸尾歯科医院 〒670-0866 0792-81-6628丸尾　真史 丸尾　真史 平 8. 7. 1歯   診療所
     姫路市野里堀留町１－１４ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 234240,0520,5 小松歯科医院 〒670-0063 0792-91-4182小松　隆俊 小松　隆俊 平 8. 7. 1歯   診療所
     姫路市下手野６丁目２－５ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 234340,0521,3 福島歯科 〒671-1254 079-273-6480医療法人社団福島歯科福島　美佐紀 平 8. 8. 1歯   小歯 診療所
     姫路市網干区余子浜２１５－２ 常　勤:    2　理事長　福島　正登 現存
     (歯       2) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 234440,0523,9 くが歯科医院 〒671-2224 0792-67-4108医療法人社団くが歯科久我　貴美子 平 8. 9. 1歯   診療所
     姫路市青山西２丁目２１－８ 常　勤:    1医院　理事長　久我　 現存
     (歯       1)貴美子 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 234540,0524,7 米田歯科医院 〒670-0976 079-293-0588医療法人社団　米田歯米田　浩文 平 8.11. 1歯   矯歯 小歯診療所
     姫路市中地３４５－１０ 常　勤:    1科医院　理事長　米田 歯外 現存
     (歯       1)　浩文 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 234640,0525,4 坪田歯科医院 〒670-0873 0792-22-5157坪田　康徳 坪田　康徳 平 9. 1. 1歯   歯外 診療所
     姫路市八代東光寺町１－３ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 234740,0526,2 中山歯科医院 〒670-0871 079-285-4385中山　雅博 中山　雅博 平 9. 1. 1歯   診療所
     姫路市伊伝居本町４７７－４ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 234840,0531,2 大森歯科医院 〒670-0995 0792-95-6569大森　康正 大森　康正 平 9. 8. 1歯   診療所
     姫路市土山東の町１－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 234940,0534,6 前田歯科医院 〒679-2115 0792-63-3118松岡　晃芳 松岡　晃芳 平10. 2. 1歯   診療所
     姫路市山田町西山田２９７番地 常　勤:    1 組織変更 現存
     (歯       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 235040,0535,3 北歯科医院 〒670-0992 0792-92-6895北　哲也 北　哲也 平10. 4. 1歯   診療所
     姫路市福沢町４６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 235140,0537,9 てらだ歯科クリニック〒672-8021 寺田　昌平 寺田　昌平 平10. 5. 1歯   診療所
     姫路市白浜町宇佐崎中２－５１６常　勤:    4 新規 現存
     (歯       4) 平28. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 235240,0538,7 金谷歯科医院 〒671-2222 0792-66-6480金谷　初男 金谷　初男 平10. 5. 1歯   診療所
     姫路市青山４丁目３０－８ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 235340,0539,5 ほしたに歯科医院 〒670-0893 0792-81-8241干谷　智之 干谷　智之 平10. 6. 1歯   診療所
     姫路市北平野１丁目５－９ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 235440,0541,1 おぎわら歯科医院 〒670-0806 0792-26-1414荻原　謙 荻原　謙 平10. 6. 1歯   診療所
     姫路市増位新町２－４２荻原ビル常　勤:    1 新規 現存
     １階 (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 235540,0543,7 衣川歯科クリニック 〒671-1136 0792-30-2700衣川　英臣 衣川　英臣 平10.10. 1歯   診療所
     姫路市大津区恵美酒町１丁目８８常　勤:    1 新規 現存
     －２ (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 235640,0544,5 岩本歯科医院 〒672-8079 0792-35-1487岩本　雅章 岩本　雅章 平11. 3. 1歯   小歯 診療所
     姫路市飾磨区今在家３－６９－２常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 235740,0546,0 有方歯科医院 〒670-0042 079-293-1504有方　壯介 有方　壯介 平11. 5. 1歯   診療所
     姫路市米田町１５－１船場東ビル常　勤:    1 交代 現存
     ２階 (歯       1) 平29. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 235840,0549,4 牧野歯科医院 〒671-0232 0792-52-0058牧野　容子 牧野　容子 平11. 9. 1歯   小歯 診療所
     姫路市御国野町御着３１９－１ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 235940,0552,8 有方歯科医院 〒671-0253 0792-53-4403有方　英晴 有方　英晴 平11. 9. 1歯   小歯 診療所
     姫路市花田町一本松宮ノ前４３８常　勤:    1 交代 現存
     －１ (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 236040,0553,6 保井歯科診療所 〒670-0904 0792-22-0031保井　純枝 保井　純枝 平11. 8.31歯   小歯 診療所
     姫路市塩町５ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平29. 8.31
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 236140,0554,4 いわさ歯科医院 〒671-1253 0792-71-3700岩佐　彰展 岩佐　彰展 平11.11. 1歯   診療所
     姫路市網干区垣内中町２８８－２常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 236240,0555,1 カノミ矯正・小児歯科〒670-0962 0792-84-2322医療法人社団カノミ矯嘉ノ海　龍三 平12. 3. 1矯歯 小歯 歯外診療所
     クリニック 姫路市南駅前町３０番地の１ 常　勤:    7正・小児歯科クリニッ 移動 歯   現存
     (歯       7)ク　理事長　嘉ノ海　 平30. 3. 1
     非常勤:    3龍三
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 236340,0556,9 きしね歯科 〒670-0072 0792-97-7660岸根　博一 岸根　博一 平12. 4. 1歯   診療所
     姫路市御立東２丁目１３－１２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 236440,0557,7 松井・中村歯科医院 〒670-0854 0792-22-4954松井　大範 松井　大範 平12. 4. 9歯   診療所
     姫路市五軒邸２丁目６９ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平30. 4. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 236540,0559,3 いずた歯科医院 〒671-1203 0792-71-3388伊豆田　聖 伊豆田　聖 平12. 7. 1歯   診療所
     姫路市勝原区丁２２５－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 236640,0560,1 いのうえ歯科 〒670-0896 0792-21-5063井上　雅央 井上　雅央 平12.10. 1歯   診療所
     姫路市上大野１丁目１２－５１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 236740,0562,7 コイズミ歯科 〒670-0012 079-284-8011医療法人社団コイズミ小泉　達哉 平12.12. 1歯   矯歯 小歯診療所
     姫路市本町２００ 常　勤:    1歯科　理事長　小泉　 組織変更 現存
     (歯       1)達哉 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 236840,0564,3 カノミ歯科医院 〒671-1131 0792-36-1677嘉ノ海　秀昭 嘉ノ海　秀昭 平13. 4. 1歯   診療所
     姫路市大津区天神町１－３１ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 236940,0565,0 小谷歯科医院 〒670-0927 0792-22-0619小谷　達也 小谷　達也 平13. 5.30歯   診療所
     姫路市駅前町３３６三栄ビル２階常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平25. 5.30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 237040,0566,8 加納歯科クリニック 〒672-8074 0792-43-0710加納　修 加納　修 平13.11. 1歯   小歯 矯歯診療所
     姫路市飾磨区加茂２９４－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 237140,0569,2 飯塚歯科医院 〒670-0971 0792-94-3191飯塚　敦 飯塚　敦 平14. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     姫路市西延末９２－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 237240,0570,0 生橋歯科医院 〒670-0955 0792-22-3545生橋　俊宏 生橋　俊宏 平14. 5. 1歯   診療所
     姫路市安田２－７３サニー・ニシ常　勤:    1 新規 現存
     ウラ２号 (歯       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 237340,0572,6 田中歯科クリニック 〒670-0084 0792-92-0841田中　賢治 田中　賢治 平14. 6. 1歯   歯外 診療所
     姫路市東辻井４丁目５－１－１０常　勤:    1 新規 現存
     ３ (歯       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 237440,0575,9 原歯科医院 〒671-0221 0792-53-4618原　文宏 原　文宏 平14.10. 1歯   小歯 診療所
     姫路市別所町別所２丁目１００番常　勤:    1 新規 現存
     地 (歯       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 237540,0576,7 藤原歯科クリニック 〒670-0925 0792-82-1104医療法人社団　南風会藤原　義文 平14. 9.24歯   小歯 矯歯診療所
     姫路市亀井町９７番地 常　勤:    1　理事長　藤原　義文 移動 歯外 現存
     (歯       1) 平26. 9.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 237640,0582,5 きみえ歯科 〒670-0012 0792-86-8814中村　喜美恵 中村　喜美恵 平15. 6. 1歯   診療所
     姫路市本町２１８番地 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 237740,0583,3 なかむら歯科医院 〒670-0974 0792-34-6480医療法人社団なかむら紺田　実 平15. 6. 1歯   診療所
     姫路市飯田３丁目５０番地 常　勤:    2歯科医院　理事長　中 組織変更 現存
     (歯       2)村　憲昌 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 237840,0584,1 こみや歯科医院 〒672-8014 0792-46-6166小宮　豊 小宮　豊 平15. 7. 1歯   小歯 診療所
     姫路市東山５４番地４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 237940,0585,8 むらおか歯科クリニッ〒671-1227 0792-71-0871村岡　正規 村岡　正規 平15.10. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ク 姫路市網干区和久字下丁田１１－常　勤:    1 新規 現存
     １ (歯       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 238040,0588,2 松本歯科医院 〒670-0949 0792-88-1088松本　律夫 松本　律夫 平16. 1. 1歯   診療所
     姫路市三左衛門堀東の町８８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 238140,0591,6 たかつ歯科 〒671-0251 0792-53-5981鷹津　冬昭 鷹津　冬昭 平16. 2. 1歯   診療所
     姫路市花田町上原田４２５－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 2. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 238240,0592,4 おがわ歯科クリニック〒670-0073 079-293-2228小川　透 小川　透 平16. 3. 1歯   小歯 歯外診療所
     姫路市御立中４丁目１４－３ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 238340,0593,2 かんじ歯科 〒672-8057 0792-34-2299大前　款嗣 大前　款嗣 平16. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     姫路市飾磨区恵美酒１９５－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 238440,0595,7 内田歯科医院 〒672-8064 0792-33-4488内田　敏也 内田　敏也 平16. 6. 1歯   小歯 診療所
     姫路市飾磨区細江２２３４ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 238540,0596,5 片嶋歯科 〒670-0043 0792-97-7951片嶋　紀博 片嶋　紀博 平16. 7. 1歯   診療所
     姫路市小姓町１４－１ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 238640,0598,1 ごとう歯科クリニック〒670-0064 0792-95-6480後藤　健一 後藤　健一 平16. 8. 1歯   矯歯 小歯診療所
     姫路市東夢前台１丁目３番地２７常　勤:    2 新規 歯外 現存
     (歯       2) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 238740,0601,3 川口デンタルクリニッ〒670-0833 0792-89-4848川口　佳子 川口　佳子 平16. 9.15歯   矯歯 診療所
     ク 姫路市大善町３８番地 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平28. 9.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 238840,0604,7 山陽会　山本歯科医院〒671-0103 079-254-6966医療法人社団山陽会　山本　陽祐 平17. 3. 1歯   診療所
     姫路市大塩町宮前２８番地 常　勤:    1山本歯科医院　理事長 組織変更 現存
     (歯       1)　山本　陽祐 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 238940,0605,4 医療法人社団天聖会　〒670-0935 079-224-1578医療法人社団　天聖会高石　佳知 平17. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     高石歯科医院 姫路市北条口３丁目３２番 常　勤:    1　高石歯科医院　理事 組織変更 歯外 現存
     (歯       1)長　高石　佳知 平29. 4. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 239040,0607,0 やない歯科クリニック〒670-0057 0792-99-1515柳井　明 柳井　明 平17. 5. 1歯   歯外 小歯診療所
     姫路市北今宿１丁目９－１５ 常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 239140,0608,8 つぼた歯科医院 〒670-0026 0792-98-3222坪田　敏伸 坪田　敏伸 平17. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     姫路市岡町１９番地５ 常　勤:    2 移動 現存
     (歯       2) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 239240,0611,2 とべ歯科医院 〒671-1253 0792-73-1112戸部　真也 戸部　真也 平17.11. 1歯   小歯 診療所
     姫路市網干区垣内中町１８－７ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 239340,0612,0 かなざわ歯科クリニッ〒670-0806 079-287-0330医療法人社団かなざわ金澤　秀孝 平18. 2. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 姫路市増位新町１丁目８番地１藤常　勤:    1歯科クリニック　理事 組織変更 現存
     和しらさぎハイタウンＢ棟１階 (歯       1)長　金澤　秀孝 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 239440,0613,8 ふくざわ歯科 〒670-0973 0792-34-6000福沢　裕基 福沢　裕基 平18. 3. 1歯   小歯 診療所
     姫路市亀山２丁目１８４－１１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 239540,0614,6 こごえ歯科医院 〒670-0802 0792-64-5845小越　真司 小越　真司 平18. 4. 1歯   小歯 診療所
     姫路市砥堀８０９－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 239640,0619,5 鈴木歯科 〒670-0952 079-222-5877鈴木　誠也 鈴木　誠也 平18. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     姫路市南条２丁目４６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 239740,0620,3 上西歯科医院 〒672-0103 079-327-1061上西　憲明 上西　憲明 平18. 9. 1歯   歯外 小歯診療所
     姫路市家島町坊勢５９３ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 239840,0621,1 北歯科医院 〒670-0086 079-298-0750北　直樹 北　直樹 平18.11. 1歯   小歯 診療所
     姫路市田寺２－４－５３ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 239940,0622,9 福永歯科クリニック 〒671-0247 079-282-7009福永　城司 福永　城司 平19. 2. 1歯   歯外 小歯診療所
     姫路市四郷町東阿保１１２１－１常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 240040,0623,7 いとた歯科医院 〒670-0058 079-297-1133糸田　俊之 糸田　俊之 平19. 4. 1歯   小歯 診療所
     姫路市車崎２丁目１２－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 4. 1
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 240140,0624,5 たかこ矯正歯科クリニ〒670-0962 079-283-4123宮本　多佳子 宮本　多佳子 平19. 4. 1矯歯 歯   診療所
     ック 姫路市南駅前町９６－１サウスワ常　勤:    1 新規 現存
     ン５Ｆ (歯       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 240240,0625,2 釜田歯科医院 〒671-2214 079-266-3700釜田　裕文 釜田　裕文 平19. 4. 1歯外 歯   矯歯診療所
     姫路市西夢前台３丁目８３ 常　勤:    1 交代 小歯 現存
     (歯       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 240340,0626,0 糸田歯科医院 〒671-0234 079-253-7713糸田　博之 糸田　博之 平19. 5. 1歯   歯外 小歯診療所
     姫路市御国野町国分寺７８８－１常　勤:    1 移動 矯歯 休止
     ０ (歯       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 240440,0627,8 奥井歯科医院 〒672-8064 079-234-4122奥井　徹 奥井　徹 平19. 7. 1歯   歯外 小歯診療所
     姫路市飾磨区細江２５９６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 240540,0629,4 金本歯科医院 〒672-8084 079-230-2346金本　弘司 金本　弘司 平19. 7. 1歯   小歯 診療所
     姫路市飾磨区英賀清水町２－２７常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 240640,0630,2 はだの歯科クリニック〒670-0952 079-288-8998波田野　哲也 波田野　哲也 平19. 8. 1歯   歯外 小歯診療所
     姫路市南条５２８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 240740,0631,0 森下歯科クリニック 〒670-0871 079-228-9174森下　二郎 森下　二郎 平19. 9. 1歯   小歯 診療所
     姫路市伊伝居６１３－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 240840,0632,8 やまもと歯科医院 〒671-1153 079-236-1708山本　晋也 山本　晋也 平19.11. 1歯   診療所
     姫路市広畑区高浜町１－１１９ハ常　勤:    2 交代 現存
     イツ広畑駅前２階 (歯       2) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 240940,0633,6 みなみかわ歯科 〒670-0911 079-288-7886南河　譲 南河　譲 平19.12. 1歯   診療所
     姫路市十二所前町１７番地 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 241040,0634,4 溝井歯科医院 〒670-0911 079-222-5427溝井　優生 溝井　優生 平20. 1. 1歯   診療所
     姫路市十二所前町５０觜崎興産ビ常　勤:    1 交代 現存
     ル (歯       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 241140,0635,1 末広歯科医院 〒670-0042 079-292-0849末廣　良一 末廣　良一 平20. 3. 1歯   診療所
     姫路市米田町４番地 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平26. 3. 1
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 241240,0636,9 末広歯科 〒670-0981 079-298-5282末 　和也 末 　和也 平20. 4. 1歯   小歯 診療所
     姫路市西庄甲３４８－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 241340,0639,3 保井歯科 〒672-8023 079-280-7770保井　晋作 保井　晋作 平21. 3. 1歯   診療所
     姫路市白浜町甲３９６－１６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 241440,0640,1 タキキタ歯科医院 〒670-0923 079-288-3255瀧北　祥子 瀧北　祥子 平21. 2.15歯   小歯 診療所
     姫路市呉服町７１野間ビル２Ｆ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平27. 2.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 241540,0642,7 すが歯科クリニック 〒670-0935 079-280-4618須賀　裕一 須賀　裕一 平21. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     姫路市北条口２丁目９８ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 241640,0643,5 伊藤歯科医院 〒671-1121 079-236-3038伊藤　信英 伊藤　信英 平21. 5. 1歯   診療所
     姫路市広畑区東新町２丁目１２ 常　勤:    3 交代 現存
     (歯       3) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 241740,0644,3 おかだ歯科 〒670-0055 079-299-2811医療法人社団　おかだ岡田　耕一郎 平21. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     姫路市神子岡前三丁目１２番１７常　勤:    5歯科　理事長　岡田　 組織変更 歯外 現存
     号ザ・モール姫路６階 (歯       5)耕一郎 平27. 5. 1
     非常勤:    6
     (歯       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 241840,0645,0 かわいし歯科医院 〒670-0966 079-289-1900川石　智典 川石　智典 平21. 6. 1歯   小歯 診療所
     姫路市延末２４６－１　手柄コー常　勤:    1 新規 現存
     ポ２号館１階 (歯       1) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 241940,0646,8 アーバン歯科室 〒670-0922 079-283-1077鍋山　浩司 鍋山　浩司 平21. 6. 1歯   診療所
     姫路市二階町６４アーバンデンタ常　勤:    2 新規 現存
     ルオフィスビル１階 (歯       2) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 242040,0648,4 黒田歯科医院 〒670-0913 079-224-6076黒田　英津子 黒田　英津子 平21. 9.24歯   小歯 歯外診療所
     姫路市西駅前町３０ 常　勤:    2 移動 矯歯 現存
     (歯       2) 平27. 9.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 242140,0649,2 大森歯科 〒672-8083 079-236-8837大森　雅行 大森　雅行 平21.10. 1歯   診療所
     姫路市飾磨区城南町１丁目７１ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 242240,0650,0 備谷歯科医院 〒670-0955 079-281-1343備谷　信哉 備谷　信哉 平21.11. 1歯   小歯 診療所
     姫路市安田４－２９－１ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 242340,0651,8 カノミ歯科医院 〒679-4205 079-261-2034医療法人社団カノミ歯香西　雅通 平21.11. 1歯   小歯 矯歯診療所
     姫路市林田町新町１２１０番地３常　勤:    2科医院　理事長　香西 組織変更 現存
     (歯       2)　雅通 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 242440,0652,6 みつこ歯科クリニック〒670-0061 079-298-8228坪田　光湖 坪田　光湖 平22. 4. 1歯   小歯 診療所
     姫路市西今宿５丁目５－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 242540,0653,4 たぶち歯科医院 〒671-1211 079-237-8008田渕　健敏 田渕　健敏 平22. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     姫路市勝原区熊見６９－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 242640,0654,2 須山歯科医院 〒670-0940 079-281-8148須山　哲志 須山　哲志 平22. 4. 4歯   診療所
     姫路市三左衛門堀西の町１４０ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平28. 4. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 242740,0655,9 斉藤歯科医院 〒671-1214 079-273-7727医療法人社団一藤会斉斉藤　一子 平22. 5. 1歯   診療所
     姫路市勝原区山戸１２３番４ 常　勤:    3藤歯科医院　理事長　 組織変更 現存
     (歯       3)斉藤　一子 平28. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 242840,0656,7 まきデンタルクリニッ〒671-0224 079-227-5088都出　牧子 都出　牧子 平22.11. 1歯   小歯 診療所
     ク 姫路市別所町佐土中出口５８５－常　勤:    1 新規 現存
     １ (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 242940,0657,5 おおつか歯科口腔外科〒672-8036 079-233-6544大塚　芳基 大塚　芳基 平23. 1.11歯外 小歯 矯歯診療所
     姫路市飾磨区三和町２１－５ 常　勤:    1 移動 歯   現存
     (歯       1) 平29. 1.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 243040,0658,3 ますだ歯科 〒671-2241 079-267-4188増田　静佳 増田　静佳 平23. 2. 1歯   小歯 歯外診療所
     姫路市刀出１０１４番地 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 243140,0665,8 つだ歯科 〒672-8084 079-230-6655医療法人社団　けんこ津田　賢治 平23. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     姫路市飾磨区英賀清水町１丁目２常　勤:    8う会　理事長　津田　 移動 現存
     ５番地 (歯       8)賢治 平29. 4. 1
     非常勤:   12
     (歯      12)
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 243240,0667,4 いわの歯科 〒672-8071 079-227-9190岩野　祐治 岩野　祐治 平23. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     姫路市飾磨区構２－１６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 243340,0668,2 しのはら歯科医院 〒671-2214 079-266-3500篠原　英哉 篠原　英哉 平23. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     姫路市西夢前台二丁目９番地 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 243440,0669,0 三枝歯科医院 〒671-2112 079-336-3515三枝　康宏 三枝　康宏 平23. 6. 1歯   診療所
     姫路市夢前町塩田１７７－１ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 243540,0670,8 かない歯科医院 〒671-2114 079-335-3112金居　龍三 金居　龍三 平23. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     姫路市夢前町糸田１４０－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 243640,0673,2 岩田歯科医院 〒670-0884 079-225-0064岩田　晃司 岩田　晃司 平24. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     姫路市城北本町１０－２ 常　勤:    1 その他 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 243740,0674,0 龍田歯科医院 〒670-0084 079-294-9157龍田　光弘 龍田　光弘 平24. 1. 1歯   診療所
     姫路市東辻井３－１－３ 常　勤:    1 その他 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 243840,0675,7 山本歯科医院 〒671-1255 079-272-4580山本　忠弘 山本　忠弘 平24. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     姫路市網干区垣内南町２４１－１常　勤:    2 その他 現存
     ０ (歯       2) 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 243940,0676,5 きぬた歯科 〒672-8081 079-280-2318衣田　圭宏 衣田　圭宏 平24. 3. 1歯   診療所
     姫路市飾磨区高町１丁目３２４番常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 244040,0677,3 森本歯科医院 〒670-0954 079-285-0589医療法人社団　森本歯森本　哲司 平24. 2. 1歯   歯外 小歯診療所
     姫路市栗山町１７４番地２ 常　勤:    4科医院　理事長　森本 組織変更 矯歯 現存
     (歯       4)　哲司 平30. 2. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
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 244140,0678,1 佐多歯科医院 〒670-0955 079-282-5206佐多　進 佐多　進 平24. 2. 1歯   診療所
     姫路市安田２－４ 常　勤:    2 移動 現存
     (歯       2) 平30. 2. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 244240,0679,9 北風歯科診療所 〒670-0961 079-288-6666北風　迪夫 北風　迪夫 平24. 3. 4歯   診療所
     姫路市南畝町６７２－６ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平30. 3. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 244340,0680,7 山下歯科診療所 〒671-0224 079-251-8241山下　哲功 山下　哲功 平24. 6. 1歯   小歯 矯歯診療所
     姫路市別所町佐土１丁目１３４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 244440,0682,3 ２歯科 〒671-0221 079-252-1001足立　晴紀 足立　晴紀 平24.12. 1歯   矯歯 小歯診療所
     姫路市別所町別所２丁目６６番 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 244540,0683,1 オアシス・デンタル・〒671-1146 079-230-6480山口　知也 山口　知也 平24.11. 1歯   小歯 矯歯診療所
     オフィス 姫路市大津区大津町１丁目３１－常　勤:    1 移動 現存
     １０９ (歯       1) 平24.11. 1
     非常勤:    6
     (歯       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 244640,0684,9 井内歯科医院 〒671-0232 079-252-1606井内　敬詞 井内　敬詞 平25. 1. 1歯   診療所
     姫路市御国野町御着３００－６ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 244740,0685,6 網川歯科医院 〒670-0902 079-222-1946網川　欣伸 網川　欣伸 平25. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     姫路市白銀町８８ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 244840,0686,4 岡本歯科医院 〒671-0221 079-252-1321岡本　明 岡本　明 平25. 1. 1歯   診療所
     姫路市別所町別所７１６ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 244940,0687,2 たずみ歯科 〒671-2201 079-260-6480田隅　泰全 田隅　泰全 平25. 4. 1歯   歯外 診療所
     姫路市書写６４４－１ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 245040,0688,0 ひさえだ歯科 〒671-0224 079-252-3500久枝　亮介 久枝　亮介 平25. 5. 1歯   小歯 診療所
     姫路市別所町佐土２－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 5. 1
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 245140,0689,8 デンタルクリニック　〒672-8091 079-240-7777医療法人社団　けんこ 井　紗貴子 平25. 6. 1矯歯 小歯 歯  診療所
     カルミア 姫路市飾磨区英賀保駅前町４８番常　勤:    1う会　理事長　津田　 新規 現存
     地 (歯       1)賢治 平25. 6. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 245240,0691,4 ごとう歯科医院 〒672-8012 079-247-2020医療法人社団ごとう歯後藤　康 平25. 5. 1歯   小歯 診療所
     姫路市白浜町寺家二丁目１番地２常　勤:    2科医院　理事長　後藤 組織変更 現存
     (歯       2)　康 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 245340,0693,0 田隅矯正歯科クリニッ〒670-0927 079-221-3627医療法人社団　田隅矯田隅　泰三 平25. 4.30矯歯 診療所
     ク 姫路市駅前町１８８番地１ピオレ常　勤:    1正歯科クリニック　理 移動 現存
     姫路６階 (歯       1)事長　田隅　泰三 平25. 4.30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 245440,0695,5 ひら歯科 〒670-0055 079-228-1058平瀬　昌子 平瀬　昌子 平25. 9. 1歯   小歯 矯歯診療所
     姫路市神子岡前２丁目１７－８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 245540,0696,3 関口歯科診療所 〒670-0965 079-224-1924関口　祐二 関口　祐二 平25. 9. 5歯   診療所
     姫路市東延末５－５６－６ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平25. 9. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 245640,0697,1 中村歯科医院 〒670-0872 079-287-8818東海　広美 東海　広美 平25.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     姫路市八代７６２ 常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 245740,0698,9 影山歯科医院 〒671-0219 079-253-8888医療法人社団　八星会石田　啓恵 平26. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     姫路市飾東町豊国３９９番地 常　勤:    2　理事長　影山　勝英 組織変更 現存
     (歯       2) 平26. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 245840,0699,7 はしもと歯科医院 〒671-1102 079-236-8028医療法人社団はしもと橋本　福治 平26. 2. 1歯   小歯 矯歯診療所
     姫路市広畑区蒲田５４６番地 常　勤:    1歯科医院　理事長　橋 組織変更 現存
     (歯       1)本　福治 平26. 2. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 245940,0701,1 山手歯科クリニック 〒670-0083 079-299-8888医療法人社団　八星会辻村　和寛 平26. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     姫路市辻井４丁目１０番３６号 常　勤:    1　理事長　影山　勝英 その他 現存
     (歯       1) 平26. 4. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)



 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   248 頁

 246040,0702,9 医療法人社団アリスデ〒670-0966 079-240-7774医療法人社団アリスデ重見　恭博 平26. 5. 1歯   診療所
     ンタルクリニック 姫路市延末字狭間４３５番３ 常　勤:    1ンタルクリニック　理 組織変更 現存
     (歯       1)事長　重見　恭博 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 246140,0703,7 デンタルオフィスおか〒672-8038 079-233-0052医療法人社団　デンタ岡本　新吾 平26. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     もと歯科 姫路市飾磨区阿成鹿古３７５番地常　勤:    1ルオフィスおかもと歯 組織変更 歯外 現存
     (歯       1)科　理事長　岡本　新 平26. 5. 1
     吾
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 246240,0704,5 今道デンタルクリニッ〒670-0081 079-229-1636今道　康夫 今道　康夫 平26. 8. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ク 姫路市田寺東３丁目２４番２８号常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平26. 8. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 246340,0705,2 医療法人社団徳誠会　〒671-1146 079-287-9781医療法人社団徳誠会　岡村　知彦 平26. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     イオンモール姫路大津姫路市大津区大津町二丁目５番地常　勤:    5理事長　中村　達也 組織変更 歯外 現存
     歯科 イオンモール姫路大津店１階 (歯       5) 平26. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 246440,0706,0 梶原歯科医院 〒670-0915 079-222-4363梶原　啓弘 梶原　啓弘 平26. 8. 1歯   診療所
     姫路市高尾町１６番地 常　勤:    2 移動 現存
     (歯       2) 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 246540,0707,8 玉田歯科医院 〒671-2134 079-335-2760玉田　宜之 玉田　宜之 平26.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     姫路市夢前町菅生澗４１５－８ 常　勤:    3 交代 現存
     (歯       3) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 246640,0708,6 医療法人社団徳誠会　〒672-8064 079-231-4181医療法人社団徳誠会　松島　弘晃 平26.11. 1歯   小歯 矯歯診療所
     イオンモール姫路リバ姫路市飾磨区細江２５６０番地イ常　勤:    3理事長　中村　達也 新規 歯外 現存
     ーシティー歯科 オンモール姫路リバーシティー店(歯       3) 平26.11. 1
     ２階 非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 246740,0709,4 ふじしろ歯科クリニッ〒670-0931 079-222-6480医療法人社団　ふじし藤城　聡一郎 平27. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 姫路市坂田町１１番地 常　勤:    3ろ歯科クリニック　理 組織変更 現存
     (歯       3)事長　藤城　聡一郎 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 246840,0710,2 スマイル歯科クリニッ〒671-1104 079-230-0095大野　美知昭 大野　美知昭 平27. 3. 1歯   小歯 診療所
     ク 姫路市広畑区才１０３７－１６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 246940,0711,0 きたみち歯科医院 〒670-0925 079-240-8731北道　敏行 北道　敏行 平27. 3. 1歯   診療所
     姫路市亀井町４７番地 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平27. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 247040,0712,8 のぞみ歯科 〒672-8083 079-237-8882医療法人社団陽明会　辰巳　恭子 平27. 4. 1歯   診療所
     姫路市飾磨区城南町１丁目６７番常　勤:    1理事長　木村　陽行 新規 現存
     地の１ (歯       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 247140,0713,6 きたなか歯科医院 〒670-0882 079-288-4182北中　一寿 北中　一寿 平27. 3. 1歯   診療所
     姫路市広峰１丁目８－１１ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平27. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 247240,0714,4 塩見歯科医院 〒670-0093 079-293-5151塩見　周平 塩見　周平 平27. 3.23歯   歯外 小歯診療所
     姫路市南新在家１０－５ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平27. 3.23
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 247340,0715,1 有末歯科医院 〒672-8051 079-235-7116有末　康一 有末　康一 平27. 4. 1歯   診療所
     姫路市飾磨区清水９４番地 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 247440,0717,7 塩見歯科診療所 〒670-0927 079-222-3300塩見　壽志 塩見　壽志 平27. 7. 1歯   歯外 小歯診療所
     姫路市駅前町１８８－１ピオレ姫常　勤:    2 交代 現存
     路６階 (歯       2) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 247540,0718,5 テラッソデンタルクリ〒670-0927 079-287-3533医療法人社団　おかだ中村　政学 平27. 8. 1歯   歯外 矯歯診療所
     ニック 姫路市駅前町２７テラッソ姫路１常　勤:    2歯科　理事長　岡田　 新規 小歯 現存
     階 (歯       2)耕一郎 平27. 8. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 247640,0719,3 近藤歯科医院 〒670-0877 079-282-1570近藤　哲也 近藤　哲也 平27. 8. 1歯   小歯 矯歯診療所
     姫路市北八代１丁目１の２番地 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平27. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 247740,0720,1 はな歯科 〒671-1154 079-230-5000花岡　洋介 花岡　洋介 平27.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     姫路市広畑区吾妻町３丁目２４ 常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 247840,0721,9 イタガキ歯科・矯正歯〒670-0074 079-293-0007板垣　賢治 板垣　賢治 平27.12.14歯   矯歯 小歯診療所
     科 姫路市御立西４－２－５ 常　勤:    1 交代 歯外 現存
     (歯       1) 平27.12.14
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 247940,0723,5 坂口歯科医院 〒670-0802 079-264-4556坂口　博哉 坂口　博哉 平28. 3. 1歯   歯外 小歯診療所
     姫路市砥堀８７ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平28. 3. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 248040,0724,3 たかぎ歯科クリニック〒671-1261 079-271-4618高木　健三郎 高木　健三郎 平28. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     姫路市余部区下余部３８８－９ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 248140,0725,0 さくらい歯科クリニッ〒671-2201 079-269-8828櫻井　孝明 櫻井　孝明 平28. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 姫路市書写１７５－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 248240,0726,8 山手歯科クリニック　〒672-8014 079-246-8888医療法人社団　八星会桝谷　知規 平28. 6. 1歯   小歯 矯歯診療所
     姫路南 姫路市東山１５７番１５ 常　勤:    3　理事長　影山　勝英 新規 現存
     (歯       3) 平28. 6. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 248340,0727,6 医療法人社団やはた歯〒671-1205 079-272-8686医療法人社団やはた歯八幡　智裕 平28. 6. 1歯   小歯 診療所
     科 姫路市勝原区大谷字木森８－１ 常　勤:    1科　理事長　八幡　智 組織変更 現存
     (歯       1)裕 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 248440,0728,4 たかの歯科クリニック〒670-0092 079-295-3511鷹野　枝里 鷹野　枝里 平28. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     姫路市新在家本町２丁目７－１２常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 248540,0729,2 なかがわ歯科クリニッ〒671-1254 079-273-7711中川　直美 中川　直美 平28.10. 1歯   歯外 小歯診療所
     ク 姫路市網干区余子浜１８８７－２常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 248640,0730,0 はらみず歯科クリニッ〒671-1228 079-271-6595医療法人社団　はらみ原水　祐文 平29. 1. 1歯   小歯 診療所
     ク 姫路市網干区坂出７７ 常　勤:    1ず歯科クリニック　理 組織変更 現存
     (歯       1)事長　原水　祐文 平29. 1. 1
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 248740,0731,8 たけうち歯科クリニッ〒672-8044 079-231-0868竹内　真吾 竹内　真吾 平29. 1. 1歯   小歯 診療所
     ク 姫路市飾磨区下野田４丁目６６５常　勤:    1 移動 現存
     －２ (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 248840,0732,6 姫路はま矯正歯科 〒670-0927 079-287-4187濱　友彦 濱　友彦 平29. 5. 1矯歯 診療所
     姫路市駅前町３３８　ＷＡＴビル常　勤:    1 新規 現存
     ５０２ (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 248940,0733,4 大前歯科 〒670-0063 079-292-8241大前　正暢 大前　正暢 平29. 6. 1歯   矯歯 小歯診療所
     姫路市下手野２－３－２ 常　勤:    1 交代 歯外 現存
     (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 249040,0734,2 ウスイ歯科クリニック〒670-0962 079-284-5570臼井　隆文 臼井　隆文 平29.10. 1歯   歯外 診療所
     姫路市南駅前町３０番地の１ＭＤ常　勤:    1 新規 現存
     ビル５階 (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 249140,0735,9 吉本歯科 〒670-0054 079-298-6695吉本　高平 吉本　高平 平30. 1. 1歯   診療所
     姫路市南今宿５番６号 常　勤:    1 その他 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 249240,0736,7 灘歯科クリニック 〒672-8014 079-246-4618医療法人社団みきデン三木　州 平30. 4. 1歯   歯外 小歯診療所
     姫路市東山２７２番地４ 常　勤:    1タルクリニック　理事 新規 矯歯 現存
     (歯       1)長　三木　州 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 249340,0737,5 たうち歯科クリニック〒670-0854 079-282-0648田内　義人 田内　義人 平30. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     姫路市五軒邸三丁目２３ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 249440,0738,3 医療法人社団　ソレイ〒670-0837 079-281-8118医療法人社団　ソレイ井澤　浩文 平30. 5. 8歯   歯外 小歯診療所
     ユ　いざわ歯科 姫路市宮西町４丁目４１番地 常　勤:    1ユ　理事長　井澤　浩 組織変更 矯歯 現存
     (歯       1)文 平30. 5. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 249541,0015,4 龍田歯科医院 〒671-1561 龍田　早苗 龍田　早苗 昭37. 3.15歯   診療所
     揖保郡太子町鵤１３２９ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 3.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 249641,0024,6 長谷歯科医院 〒679-4313 0791-75-3771長谷　充 長谷　充 昭53.12. 1歯   診療所
     たつの市新宮町新宮３９７－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29.12. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成30年 6月 1日現在　歯科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成   252 頁

 249741,0026,1 井口歯科医院 〒679-4313 07917-5-0058井口　利彦 井口　利彦 昭56. 4. 1歯   診療所
     たつの市新宮町新宮３８１－３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 249841,0027,9 冨岡歯科医院 〒671-1532 0792-76-3435冨岡　長豪 冨岡　長豪 昭57. 5. 1歯   診療所
     揖保郡太子町糸井３０６－３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 249941,0028,7 板垣歯科医院 〒671-1523 079-277-3636板垣　雅之 板垣　雅之 昭58. 4. 1歯   診療所
     揖保郡太子町東南６０３－１７ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 250041,0029,5 堀田歯科医院 〒671-1341 堀田　善彦 堀田　善彦 昭58. 7. 1歯   診療所
     たつの市御津町釜屋９－７ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 250141,0030,3 田村歯科医院 〒671-1321 22-1108 田村　基政 田村　基政 昭59. 6. 1歯   診療所
     たつの市御津町苅屋５０７－２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 250241,0031,1 岩崎歯科医院 〒671-1551 0792-76-3922岩崎　邦行 岩崎　邦行 昭59.12. 1歯   診療所
     揖保郡太子町馬場２８３－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 250341,0033,7 松本歯科医院 〒679-4313 07917-5-0155松本　明彦 松本　明彦 昭60. 4. 1歯   診療所
     たつの市新宮町新宮新田山下８０常　勤:    1 現存
     －２６ (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 250441,0034,5 山本歯科医院 〒671-1321 07917-2-3533山本　孝文 山本　孝文 昭61. 6. 1歯   診療所
     たつの市御津町苅屋３６１－３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 250541,0037,8 矢部歯科医院 〒671-1511 0792-76-6166矢部　公典 矢部　公典 平 3.10. 1歯   診療所
     揖保郡太子町太田字川原６３７－常　勤:    1 現存
     １ (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 250641,0038,6 柴田歯科医院 〒671-1311 07932-2-1110柴田　英樹 柴田　英樹 平 4. 5. 1歯   診療所
     たつの市御津町中島１６８０－１常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 250741,0039,4 赤川歯科医院 〒671-1651 0791-72-7777赤川　貴宣 赤川　貴宣 平 8.10. 1歯   診療所
     たつの市揖保川町片島９０６－４常　勤:    1 現存
     ０ (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 250841,0040,2 たまだ歯科医院 〒671-1524 0792-75-2188玉田　大祐 玉田　大祐 平 9. 7. 1歯   診療所
     揖保郡太子町東保５２０－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 250941,0042,8 松本歯科クリニック 〒671-1557 0792-75-1666松本　強 松本　強 平14. 1. 1歯   診療所
     揖保郡太子町阿曽４９－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 251041,0043,6 渡辺歯科医院 〒671-1503 0792-76-1113渡 　洋一 渡 　洋一 平15. 6. 1歯   診療所
     揖保郡太子町天満山２８３－３ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 251141,0044,4 ひらの歯科クリニック〒671-1521 0792-77-3588平野　俊一 平野　俊一 平16. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     揖保郡太子町東出１１８番地の５常　勤:    1 移動 矯歯 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 251241,0045,1 いなだ歯科クリニック〒671-1611 0791-72-7222医療法人社団いなだ歯稲田　信吾 平17. 5. 1歯   診療所
     たつの市揖保川町新在家２０７番常　勤:    4科クリニック　理事長 組織変更 現存
     地１５ (歯       4)　稲田　信吾 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 251341,0047,7 かみむら歯科医院 〒671-1532 079-280-2123上村　清仁 上村　清仁 平24. 4. 1歯   歯外 小歯診療所
     揖保郡太子町糸井字向ヒ５０－１常　勤:    1 その他 現存
     ０ (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 251441,0048,5 かまだ歯科医院 〒671-1535 079-277-3392釜田　寛子 釜田　寛子 平27. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     揖保郡太子町蓮常寺３０１－１ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平27. 1. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 251541,0049,3 Ａｎ　Ｄｅｎｔａｌ　〒671-1553 079-275-1186安東　信行 安東　信行 平27. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     Ｏｆｆｉｃｅ 揖保郡太子町老原２８－７ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平27. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 251641,0050,1 福本歯科医院 〒671-1561 079-276-0332福本　充治 福本　充治 平28. 3.25歯   診療所
     揖保郡太子町鵤９３ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平28. 3.25



 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   254 頁

 251741,0051,9 冨岡歯科クリニック 〒671-1522 079-280-3388冨岡　弥一郎 冨岡　弥一郎 平29.10. 1歯   小歯 矯歯診療所
     揖保郡太子町矢田部２１－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 251842,0019,4 宗行歯科医院 〒678-0031 宗行　逸平 宗行　逸平 昭42. 9.27歯   診療所
     相生市旭３丁目１１－９ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24. 9.27
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 251942,0024,4 吉田歯科医院 〒678-0031 吉田　勝郎 吉田　勝郎 昭45. 2. 1 診療所
     相生市旭２丁目１－３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 252042,0031,9 大川歯科医院 〒678-0024 0792-2-7556 大川　幸矩 大川　幸矩 昭53. 1. 1歯   診療所
     相生市双葉２丁目１－３７ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 252142,0037,6 田口歯科医院 〒678-0052 田口　務 田口　務 昭60. 8. 1歯   診療所
     相生市大島町６－２８ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 252242,0040,0 宗行第二歯科医院 〒678-0001 宗行　平助 宗行　平助 昭61. 4. 1歯   診療所
     相生市山手２丁目２５２番地 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 252342,0044,2 佐藤歯科医院 〒678-0063 07912-2-0620佐藤　世輝 佐藤　世輝 昭63. 8. 1歯   診療所
     相生市佐方２丁目５－５６ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 252442,0046,7 井上歯科医院 〒678-0051 07912-2-6084井上　昌樹 井上　昌樹 平 2. 5. 1歯   矯歯 診療所
     相生市那波大浜町１２－６ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 252542,0047,5 池内歯科医院 〒678-0031 07912-2-8678池内　淳 池内　淳 平 3. 6. 1歯   診療所
     相生市旭１丁目７－１８ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 252642,0048,3 たかお歯科医院 〒678-0082 07912-8-1181井上　貴雄 井上　貴雄 平 3. 6. 1歯   小歯 診療所
     相生市若狭野八洞２８－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 252742,0049,1 はともと歯科医院 〒678-0021 07912-3-5334波戸本　均 波戸本　均 平 7. 4. 1歯   診療所
     相生市赤坂１－２－９ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
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 252842,0050,9 古川歯科医院 〒678-0005 0791-22-6100古川　真 古川　真 平13. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     相生市大石町２０－８ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 252942,0051,7 大西歯科医院 〒678-0001 0791-23-4567大西　恒祐 大西　恒祐 平14. 3. 1歯   診療所
     相生市山手１丁目１３６－１ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平26. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 253042,0052,5 とね歯科医院 〒678-0022 0791-23-5777利根　真貴 利根　真貴 平16. 9. 1歯   小歯 診療所
     相生市垣内町１－４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 253142,0054,1 あかまつ歯科クリニッ〒678-0021 0791-22-1811赤松　栄之 赤松　栄之 平22. 3. 1歯   歯外 診療所
     ク 相生市赤坂１丁目７－１９ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 253243,0020,0 中田第２歯科医院 〒678-0176 中田　守正 中田　守正 昭54. 4. 1歯   診療所
     赤穂市南野中２７５ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 253343,0023,4 亀井第二歯科医院 〒678-0239 07914-5-1181亀井　直就 亀井　直就 昭56. 9. 1歯   矯歯 診療所
     赤穂市加里屋新町９７－６ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 253443,0026,7 内田歯科医院 〒678-0233 07914-2-0578内田　享 内田　享 昭59. 3. 1歯   診療所
     赤穂市加里屋中洲５丁目５１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 253543,0027,5 木南歯科医院 〒678-0205 0791-42-0558木南　寛 木南　寛 昭59. 6. 1歯   診療所
     赤穂市大町１０－１８ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 253643,0028,3 米谷歯科医院 〒678-0239 07914-3-1260米谷　安史 米谷　安史 昭59. 8. 1歯   診療所
     赤穂市加里屋駅前町３９－２６ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 253743,0029,1 シオヤ赤井歯科医院 〒678-0255 07914-5-0234赤井　高之 赤井　高之 昭60. 7. 1歯   診療所
     赤穂市新田字古浜３－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 253843,0030,9 内田デンタルクリニッ〒678-0237 07914-3-8245内田　学 内田　学 昭62. 4. 1歯   診療所
     ク 赤穂市上仮屋北１６－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 253943,0031,7 茶谷歯科医院 〒678-0228 07914-5-2570茶谷　勝也 茶谷　勝也 昭63.11. 1歯   診療所
     赤穂市松原町１２－２０ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 254043,0033,3 一般社団法人相生・赤〒678-0232 0791-45-2588社団法人　相生・赤穂内田　学 平元. 6. 1歯   診療所
     穂市郡歯科医師会附属赤穂市中広２６７赤穂市総合福祉常　勤:    1市郡歯科医師会　所長 現存
     歯科診療所 会館内 (歯       1)　内田　学 平28. 6. 1
     非常勤:    9
     (歯       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 254143,0034,1 谷野歯科医院 〒678-0221 07914-2-2131谷野　英之 谷野　英之 平 5. 6. 1一般         2診療所
     赤穂市尾崎明神木３９４４ 常　勤:    1 歯   現存
     (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 254243,0036,6 山根歯科医院 〒678-0255 07914-2-0777山根　渉 山根　渉 平 6. 6. 1一般         3診療所
     赤穂市新田１３１５－１ 常　勤:    1 歯   現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 254343,0038,2 とね歯科クリニック 〒678-0221 0791-46-3800利根　浩樹 利根　浩樹 平10.11. 1歯   矯歯 小歯診療所
     赤穂市尾崎３１４３－５６ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 254443,0039,0 川西歯科医院 〒678-0239 0791-42-2180川西　浩陽 川西　浩陽 平12. 4. 1歯   診療所
     赤穂市加里屋２０４５－１ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 254543,0040,8 加藤歯科医院 〒678-0172 0791-48-8118加藤　了嗣 加藤　了嗣 平12.10. 1歯   診療所
     赤穂市坂越１６５２－５ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 254643,0043,2 田原歯科医院 〒678-0202 0791-42-1388田原　秀起 田原　秀起 平16.12. 1歯   歯外 小歯診療所
     赤穂市山手町３－８ 常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 254743,0046,5 あきた歯科 〒678-0239 0791-46-0177秋田　崇志 秋田　崇志 平23. 3. 1歯   小歯 歯外診療所
     赤穂市加里屋５７－５ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29. 3. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
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 254843,0047,3 赤井歯科医院 〒678-0232 0791-42-2213赤井　亨 赤井　亨 平25. 5. 2歯   診療所
     赤穂市中広１０２６－３ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平25. 5. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 254943,0048,1 せんざき歯科医院 〒678-0224 0791-43-6480千崎　達矢 千崎　達矢 平29. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     赤穂市元沖町１０ 常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 255044,0019,0 澤田歯科医院 〒668-0032 07962-2-2319澤田　謙介 澤田　謙介 昭50. 4. 1歯   診療所
     豊岡市千代田町９－４１ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 255144,0021,6 福田歯科医院 〒668-0031 福田　富男 福田　富男 昭53. 5. 1歯   診療所
     豊岡市大手町２－４ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 255244,0025,7 砂治歯科医院 〒668-0055 0796-22-6000砂治　輝夫 砂治　輝夫 昭60.12. 1歯   矯歯 小歯診療所
     豊岡市昭和町１－３５ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 255344,0027,3 きづき歯科医院 〒668-0024 07962-4-1814木築　政喜 木築　政喜 昭63. 4. 1歯   診療所
     豊岡市寿町１－３１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 255444,0028,1 タケダ歯科 〒668-0013 武田　憲明 武田　憲明 昭63.11. 1歯   診療所
     豊岡市中陰１９０－６ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 255544,0031,5 やすふく歯科医院 〒668-0054 0796-23-4555安福　伸弘 安福　伸弘 平 4. 5. 1歯   診療所
     豊岡市塩津町２－１６ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 255644,0032,3 まつもと歯科医院 〒668-0852 0796-24-6840松本　長衛 松本　長衛 平 4. 6. 1歯   診療所
     豊岡市江本５２３－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 255744,0034,9 黒住歯科クリニック 〒668-0042 0796-22-4536黒住　良隆 黒住　良隆 平 6.11. 1歯   診療所
     豊岡市京町５－４３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 255844,0036,4 あだち歯科クリニック〒668-0031 0796-24-4182安達　典弘 安達　典弘 平 9. 2. 1歯   診療所
     豊岡市大手町８－５ＳＴビル４階常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 255944,0037,2 ともえ歯科 〒668-0027 0796-26-6480巴　幸雄 巴　幸雄 平13. 9. 1歯   小歯 診療所
     豊岡市若松町７－１１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 256044,0038,0 あぼ歯科医院 〒668-0064 0796-24-0730阿保　積慶 阿保　積慶 平16. 3. 1歯   診療所
     豊岡市高屋八坂通９６８ 常　勤:    2 移動 現存
     (歯       2) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 256144,0041,4 中村歯科クリニック 〒668-0022 0796-22-8241中村　利央 中村　利央 平17.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     豊岡市小田井町１７－１０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 256244,0042,2 おはら歯科クリニック〒668-0024 0796-22-1182小原　理 小原　理 平19. 5. 1歯   小歯 診療所
     豊岡市寿町１１－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 256344,0043,0 うちやま歯科 〒669-6201 0796-43-6480内山　和重 内山　和重 平19.11.26歯   診療所
     豊岡市竹野町竹野１５６９－１ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平25.11.26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 256444,0044,8 武田歯科医院 〒668-0033 0796-22-2401武田　政博 武田　政博 平21. 1.29歯   診療所
     豊岡市中央町９－３７ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平27. 1.29
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 256544,0047,1 金下歯科医院 〒668-0065 0796-26-4618医療法人社団金下歯科金下　真士 平23. 2. 1歯   矯歯 歯外診療所
     豊岡市戸牧２９５番地の５ 常　勤:    1医院　理事長　金下　 組織変更 現存
     (歯       1)真士 平29. 2. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 256644,0048,9 かどの歯科医院 〒668-0031 0796-22-8119角野　亮太朗 角野　亮太朗 平23. 7. 1歯   小歯 診療所
     豊岡市大手町４番５号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 256744,0049,7 はっとり歯科クリニッ〒668-0012 0796-20-3434服部　一三 服部　一三 平23.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     ク 豊岡市下陰５７５－１ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 256844,0051,3 うおさき歯科クリニッ〒668-0221 0796-52-3456魚﨑　一宏 魚﨑　一宏 平25. 4. 1歯   歯外 小歯診療所
     ク 豊岡市出石町町分３９１番地の８常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 256944,0053,9 あんず歯科クリニック〒669-5321 0796-42-3440南里　薫潔 南里　薫潔 平29. 3. 1歯   小歯 歯外診療所
     豊岡市日高町土居４８番地 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29. 3. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 257045,0026,2 蔵野歯科医院 〒669-6543 07964-6-3333蔵野　彰王 蔵野　彰王 昭56.11. 1歯   診療所
     美方郡香美町香住区若松５３２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 257145,0028,8 河原歯科医院 〒669-6102 07963-2-2247河原　忍 河原　忍 昭60. 8.13歯   診療所
     豊岡市城崎町桃島１２９２－６ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平24. 8.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 257245,0030,4 小幡歯科医院 〒669-6201 07964-7-1182小幡　省三 小幡　省三 昭63.11. 1歯   矯歯 歯外診療所
     豊岡市竹野町竹野２４４６－４ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 257345,0031,2 西村歯科医院 〒669-6546 0796-36-1818西村　啓二 西村　啓二 平元. 4. 1歯   診療所
     美方郡香美町香住区七日市１２－常　勤:    1 現存
     ３ (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 257445,0032,0 山科歯科医院 〒669-5341 07964-2-4109山科　宗三郎 山科　宗三郎 平元. 5. 1歯   診療所
     豊岡市日高町国分寺８７８－８ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 257545,0033,8 古田歯科医院 〒669-5341 0796-42-2510古田　正彦 古田　正彦 平 3. 1. 1歯   診療所
     豊岡市日高町国分寺４００－１０常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 257645,0034,6 あかまつ歯科医院 〒669-5302 0796-42-1010赤松　光 赤松　光 平 3.10. 1歯   診療所
     豊岡市日高町岩中字荒田６４３－常　勤:    1 現存
     ６ (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 257745,0036,1 かわばた歯科医院 〒669-6543 0796-36-4070川端　利明 川端　利明 平 8. 1. 1歯   診療所
     美方郡香美町香住区若松塩入５５常　勤:    1 現存
     ７－１ (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 257845,0037,9 由良歯科医院 〒669-5344 0796-42-5700由良　徹也 由良　徹也 平 8. 8. 1歯   診療所
     豊岡市日高町夏栗４８８ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 257945,0038,7 どい歯科医院 〒669-6433 0796-37-0777医療法人社団どい歯科奥田　令以 平 8. 9. 1歯   小歯 矯歯診療所
     美方郡香美町香住区沖浦５１４－常　勤:    1医院　理事長　奥田　 歯外 現存
     ６ (歯       1)令以 平29. 9. 1
     非常勤:    5
     (歯       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 258046,0007,0 淀歯科診療所 〒668-0234 淀　泰尚 淀　泰尚 昭42. 6. 1歯   診療所
     豊岡市出石町柳３１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 258146,0010,4 中西歯科中山診療所 〒668-0345 中西　正己 中西　正己 昭51. 8. 1歯   診療所
     豊岡市但東町中山宮の上８３３－常　勤:    1 現存
     ２ (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 258246,0011,2 砂治歯科 〒668-0234 0796-52-2448砂治　正文 砂治　正文 昭63.11. 1歯   診療所
     豊岡市出石町柳４６ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 258346,0012,0 きんどう歯科医院 〒668-0233 0796-52-2065金道　徹 金道　徹 平 4. 6. 1歯   診療所
     豊岡市出石町結庄９１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 258446,0013,8 中澤歯科クリニック 〒668-0221 0796-52-5391中澤　敦 中澤　敦 平 5. 3. 1歯   診療所
     豊岡市出石町分３９０－６ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 258547,0027,6 吉田歯科医院 〒669-6702 07969-2-1116吉田　浩 吉田　浩 昭59. 6. 1歯   診療所
     美方郡新温泉町浜坂１１８３－３常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 258647,0033,4 伊藤歯科医院 〒669-6801 07969-2-1287伊藤　弘道 伊藤　弘道 平 3. 4. 1歯   診療所
     美方郡新温泉町井土字米持前８ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 258747,0034,2 さかい歯科医院 〒669-6747 07968-2-3771酒井　秀之 酒井　秀之 平 5. 6. 1一般         4診療所
     美方郡新温泉町三谷１４４－１ 常　勤:    1 歯   現存
     (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 258847,0035,9 森田歯科医院 〒669-6821 0796-99-2131森田　保久 森田　保久 平15.12. 1歯   歯外 小歯診療所
     美方郡新温泉町湯９００－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 258947,0036,7 香美町国民健康保険　〒667-1334 0796-96-0846香美町長　浜上　勇人中田　和明 平17. 4. 1歯   診療所
     兎塚歯科診療所 美方郡香美町村岡区福岡字鳥居ノ常　勤:    1 交代 現存
     本１１１３番地 (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 259047,0037,5 香美町国民健康保険　〒667-1368 0796-95-0223香美町長　浜上　勇人中田　和明 平17. 4. 1歯   診療所
     川会歯科診療所 美方郡香美町村岡区入江７１７番常　勤:    1 交代 現存
     地の３ (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 259147,0039,1 新温泉町国民健康保険〒669-6821 0796-92-0140新温泉町長　西村　銀加須屋　浩 平17.10. 1歯   歯外 診療所
     歯科診療所 美方郡新温泉町湯９３０－１ 常　勤:    1三 交代 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 259247,0040,9 松岡歯科医院 〒669-6702 0796-82-1126松岡　弥一 松岡　弥一 平19. 1.18歯   診療所
     美方郡新温泉町浜坂１９２０－１常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平25. 1.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 259347,0041,7 やまだ歯科医院 〒669-6546 0796-36-3316山田　真義 山田　真義 平19. 6. 1歯   小歯 診療所
     美方郡香美町香住区七日市字天神常　勤:    1 新規 現存
     前１１５－３ (歯       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 259447,0042,5 やすこ歯科医院 〒669-6741 0796-83-3011喜井　恭子 喜井　恭子 平20. 2. 1歯   診療所
     美方郡新温泉町七釜１０８－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 259547,0043,3 オオタ歯科医院 〒667-1311 0796-98-1544太田　章一 太田　章一 平27. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     美方郡香美町村岡区村岡字野々上常　勤:    1 新規 現存
     ２５５９－１ (歯       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 259647,0044,1 なみ歯科クリニック 〒669-6545 0796-34-6483山本　奈美 山本　奈美 平27.11. 1歯   小歯 診療所
     美方郡香美町香住区森２９１－１常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 259748,0025,8 関宮歯科診療所 〒667-1105 0796-67-2927濱　久友 濱　久友 昭57. 5. 1歯   診療所
     養父市関宮５８４ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 259848,0027,4 橋本歯科医院 〒667-0115 橋本　昌人 橋本　昌人 昭61. 7. 1歯   診療所
     養父市上箇１６７－１６ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 259948,0035,7 井上歯科 〒667-0021 079-662-2763医療法人社団井上歯科井上　博之 平12.12. 1歯   診療所
     養父市八鹿町八鹿１５７７ 常　勤:    1　理事長　井上　博之 組織変更 現存
     (歯       1) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 260048,0036,5 石原歯科医院 〒667-0021 0796-62-2347石原　吉孝 石原　吉孝 平13.12. 1歯   診療所
     養父市八鹿町八鹿１８０３ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 260148,0037,3 養父市立養父歯科診療〒667-0131 079-664-1252養父市長　広瀬　栄 増田　紀洋 平16. 4. 1歯   診療所
     所 養父市上野３６０－１ 常　勤:    1 その他 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 260248,0038,1 養父市国民健康保険大〒667-0315 079-669-0141養父市長　広瀬　栄 砂治　國隆 平16. 4. 1歯   診療所
     屋歯科診療所 養父市大屋町加保６７８－１ 常　勤:    1 その他 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 260348,0040,7 西村歯科医院 〒667-0021 079-662-2766原　真理 原　真理 平18. 1. 1歯   小歯 診療所
     養父市八鹿町八鹿５３４－１ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 260448,0041,5 さとし歯科医院 〒667-0021 079-662-7100上垣　智 上垣　智 平23. 7.26歯   診療所
     養父市八鹿町八鹿１２６４－１１常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平29. 7.26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 260548,0043,1 ひさの歯科医院 〒667-0021 079-662-6620久野　益範 久野　益範 平30. 2. 1歯   診療所
     養父市八鹿町八鹿１６３２番地１常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 260649,0022,3 芦沢歯科医院 〒669-5201 0796-72-2721芦沢　修 芦沢　修 昭52. 4. 1歯   診療所
     朝来市和田山町和田山７０－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 260749,0028,0 杉野歯科医院 〒679-3431 07967-7-1314杉野　進 杉野　進 昭60.10. 1 診療所
     朝来市新井１６８－７ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 260849,0029,8 田中歯科医院 〒669-5201 田中　匠 田中　匠 昭61. 7. 1歯   診療所
     朝来市和田山町和田山３８８－２常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 260949,0031,4 おざき歯科 〒669-5241 0796-73-2931尾崎　正則 尾崎　正則 平 4. 2. 1歯   診療所
     朝来市和田山町土田４５３－３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 261049,0034,8 うえがき歯科医院 〒669-5213 0796-72-1888上垣　道紀 上垣　道紀 平 9. 2. 1歯   小歯 診療所
     朝来市和田山町玉置８３２－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 261149,0035,5 服部歯科クリニック 〒669-5203 0796-72-1580服部　大二 服部　大二 平11. 4. 1歯   診療所
     朝来市和田山町寺谷４１６ー４ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 261249,0037,1 岡歯科医院 〒669-5152 0796-76-2718岡　政文 岡　政文 平11. 8. 1歯   歯外 診療所
     朝来市山東町楽音寺７１－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 261349,0039,7 かみや歯科医院 〒669-5267 079-670-1777田中　芳嗣 田中　芳嗣 平13. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     朝来市和田山町法興寺１３９－１常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 261449,0040,5 上田歯科クリニック 〒669-5103 0796-76-5008上田　健司 上田　健司 平13. 5. 1歯   小歯 診療所
     朝来市山東町矢名瀬町８６９－２常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 261549,0041,3 河本歯科医院 〒679-3431 0796-77-0010河本　善裕 河本　善裕 平14. 1. 1歯   診療所
     朝来市新井１２９ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 261649,0042,1 もりもと歯科クリニッ〒669-5231 079-672-0178医療法人社団もりもと森本　敏文 平18. 2. 1歯   矯歯 診療所
     ク 朝来市和田山町林垣１６１番地２常　勤:    1歯科クリニック　理事 組織変更 現存
     (歯       1)長　森本　敏文 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 261749,0043,9 医療法人社団立志会　〒679-3422 079-678-1133医療法人社団　立志会秋田　光寛 平18. 6. 1歯   小歯 矯歯診療所
     あきた歯科医院 朝来市石田７３０番地 常　勤:    1　理事長　秋田　光寛 組織変更 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 261849,0044,7 タキノ歯科医院 〒669-5103 079-676-2828瀧野　登志彦 瀧野　登志彦 平21. 5. 1歯   診療所
     朝来市山東町矢名瀬町６２９ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 261949,0045,4 上田歯科医院 〒679-3301 079-679-3171上田　真之 上田　真之 平21.11. 1歯   小歯 診療所
     朝来市生野町口銀谷５９５－６ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 262049,0046,2 安達歯科医院 〒669-5203 079-672-5225医療法人社団　Ｏｒａ安達　文夫 平30. 2. 1歯   小歯 歯外診療所
     朝来市和田山町寺谷６９３番地 常　勤:    2ｓｅｅｄ　理事長　安 組織変更 現存
     (歯       2)達　文夫 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 262150,0021,3 木下歯科医院 〒651-1141 078-593-8750木下　幸子 木下　幸子 昭50.12. 1歯   診療所
     神戸市北区泉台１－２－１９ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 262250,0026,2 野田歯科医院 〒651-1204 野田　博文 野田　博文 昭53. 4. 1歯   診療所
     神戸市北区花山東町３番３３－１常　勤:    1 現存
     ０１ (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 262350,0030,4 向井歯科 〒651-1132 078-592-7738向井　昭夫 向井　昭夫 昭53. 7. 1歯   診療所
     神戸市北区南五葉１－６－２８ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 262450,0034,6 浜野歯科医院 〒651-1232 浜野　正和 浜野　正和 昭54. 7. 1歯   診療所
     神戸市北区松ケ枝町２－１－３２常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 262550,0036,1 大澤歯科医院 〒651-1112 大澤　誠 大澤　誠 昭55. 4. 1歯   診療所
     神戸市北区鈴蘭台東町２－６－１常　勤:    1 現存
     ２ (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 262650,0050,2 スズオカ歯科 〒651-1132 078-593-9906鈴岡　隆 鈴岡　隆 昭56.11. 1歯   診療所
     神戸市北区南五葉２－１－３３高常　勤:    1 現存
     木ハイツ１０３ (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 262750,0052,8 吉田矯正小児歯科クリ〒651-1132 078-592-1389吉田　百子 吉田　百子 昭57. 6. 1歯   矯歯 小歯診療所
     ニック 神戸市北区南五葉１－２－２８サ常　勤:    2 現存
     ンロイヤル清水２０３ (歯       2) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 262850,0053,6 高井歯科医院 〒651-1143 078-592-5557高井　功善 高井　功善 昭57. 6. 1歯   診療所
     神戸市北区若葉台４－１－１０ハ常　勤:    1 現存
     イム北鈴２０３号 (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 262950,0057,7 古川歯科医院 〒651-1221 古川　浩三 古川　浩三 昭58. 6. 1歯   診療所
     神戸市北区緑町１－４－８住井ビ常　勤:    1 現存
     ル２階 (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 263050,0059,3 楠本歯科医院 〒651-1114 078-591-5286楠本　浩正 楠本　浩正 昭59. 2. 1歯   診療所
     神戸市北区鈴蘭台西町４－７－２常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 263150,0061,9 前田歯科医院 〒651-1243 078-581-3122前田　龍一 前田　龍一 昭59. 2. 1歯   診療所
     神戸市北区山田町下谷上箕谷２０常　勤:    1 現存
     －１ (歯       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 263250,0062,7 岩田歯科医院 〒651-1352 078-952-0855岩田　邦男 岩田　邦男 昭59. 4. 1歯   診療所
     神戸市北区八多町下小名田６３４常　勤:    1 現存
     －４ (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 263350,0067,6 根岸歯科 〒651-1122 根岸　勝 根岸　勝 昭60. 7. 1歯   診療所
     神戸市北区君影町１－２－１２－常　勤:    1 現存
     ９１８ (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 263450,0070,0 須永歯科医院 〒651-1401 078-904-0321須永　紘子 須永　紘子 昭61. 7. 1歯   診療所
     神戸市北区有馬町２６６－１ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 263550,0071,8 平山歯科医院 〒651-1131 078-594-1188平山　尚哉 平山　尚哉 昭62. 4. 1歯   診療所
     神戸市北区北五葉４－１１－１７常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 263650,0072,6 米田歯科 〒651-1112 078-592-9512米田　邦治 米田　邦治 昭62. 4. 1歯   診療所
     神戸市北区鈴蘭台東町１－８－１常　勤:    1 現存
     ６ (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 263750,0077,5 橋本歯科医院 〒651-1145 078-594-4118橋本　昌和 橋本　昌和 昭63.10. 1歯   診療所
     神戸市北区惣山町５－９－４ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 263850,0079,1 かくたに歯科医院 〒651-1111 078-591-0418角谷　英樹 角谷　英樹 平元. 3. 1歯   小歯 診療所
     神戸市北区鈴蘭台北町１－１４－常　勤:    1 現存
     ４ (歯       1) 平28. 3. 1
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 263950,0081,7 長岡歯科 〒651-1302 078-981-8858長岡　邦男 長岡　邦男 平元. 4. 1歯   診療所
     神戸市北区藤原台中町６－２７－常　勤:    1 現存
     ２ (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 264050,0087,4 加藤歯科医院 〒651-1131 078-593-6480加藤　稔 加藤　稔 平 3. 2. 1歯   診療所
     神戸市北区北五葉１－２－３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 264150,0088,2 田中歯科医院 〒651-1233 078-583-7822田中　丈士 田中　丈士 平 3. 3. 1歯   診療所
     神戸市北区日の峰３－１－８ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 264250,0091,6 大矢歯科診療所 〒651-1321 078-981-1740大矢　安孝 大矢　安孝 平 3. 9. 1歯   診療所
     神戸市北区有野台２－１－９ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 264350,0093,2 小川歯科医院 〒651-1111 078-594-1818小川　淳 小川　淳 平 3.11. 1歯   診療所
     神戸市北区鈴蘭台北町１－１０－常　勤:    1 現存
     ２鈴蘭台北神鉄ビル内３階 (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 264450,0098,1 つねみ歯科医院 〒651-1603 078-959-0771常深　伸介 常深　伸介 平 4. 4. 1歯   診療所
     神戸市北区淡河町淡河字久保垣７常　勤:    1 現存
     ４５ (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 264550,0099,9 なりた歯科医院 〒651-1114 078-594-6789成田　秀弥 成田　秀弥 平 4. 4. 1歯   診療所
     神戸市北区鈴蘭台西町５－２０ラ常　勤:    1 現存
     イオンズマンション鈴蘭台１階１(歯       1) 平28. 4. 1
     ０３
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 264650,0101,3 おおの歯科医院 〒651-1123 078-743-4180医療法人社団　おおの大野　昇 平 4.12. 1一般         3診療所
     神戸市北区ひよどり台３－１４－常　勤:    1歯科医院　理事長　大 歯   現存
     １２ (歯       1)野　昇 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 264750,0104,7 大野歯科医院 〒651-1112 078-595-1440大野　くるみ 大野　くるみ 平 5. 4. 1歯   診療所
     神戸市北区鈴蘭台東町５－３－３常　勤:    1 現存
     ６ (歯       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 264850,0107,0 米田歯科 〒651-1505 米田　穰爾 米田　穰爾 平 6. 5. 1一般         3診療所
     神戸市北区道場町日下部１８０－常　勤:    1 歯   現存
     ４ (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 264950,0112,0 こう太歯科医院 〒651-1212 078-583-7272古川　浩太 古川　浩太 平 6.11. 1歯   診療所
     神戸市北区筑紫が丘２－１０－９常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 265050,0114,6 ゆう歯科 〒651-1301 078-987-1124兪　政男 兪　政男 平 7. 2. 1歯   矯歯 診療所
     神戸市北区藤原台北町７－６－１常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 265150,0116,1 永井歯科 〒651-1111 078-591-7225永井　愛正 永井　愛正 平 7. 6. 1歯   診療所
     神戸市北区鈴蘭台北町１－４－２常　勤:    1 現存
     横山ビル２階 (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 265250,0117,9 かたの歯科医院 〒651-1123 078-742-2411片野　隆広 片野　隆広 平 7. 7. 1歯   診療所
     神戸市北区ひよどり台３－１１－常　勤:    1 現存
     １ (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 265350,0118,7 植田歯科クリニック 〒651-1131 078-594-8181植田　貴文 植田　貴文 平 7. 9. 1歯   診療所
     神戸市北区北五葉１－１３－１レ常　勤:    1 現存
     ・アールビル１階 (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 265450,0120,3 たばた歯科 〒651-1513 078-951-7030田畑　達也 田畑　達也 平 8. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     神戸市北区鹿の子台北町６－２５常　勤:    1 現存
     －７ (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 265550,0121,1 水谷歯科医院 〒651-1245 078-581-1818医療法人社団水谷歯科水谷　幸春 平 8. 4. 1歯   診療所
     神戸市北区谷上東町１番１号 常　勤:    1医院　理事長　水谷　 現存
     (歯       1)幸春 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 265650,0122,9 こうやま歯科医院 〒651-1513 078-951-6480神山　章 神山　章 平 8. 6. 1歯   診療所
     神戸市北区鹿の子台北町１－２－常　勤:    1 現存
     １２ (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 265750,0123,7 佐井歯科医院 〒651-1143 078-591-3335佐井　裕智 佐井　裕智 平 8. 6. 1歯   診療所
     神戸市北区若葉台２－１８－５－常　勤:    1 現存
     １０３ (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 265850,0124,5 たかひら歯科 〒651-1223 078-583-8214高平　成三 高平　成三 平 8.10. 1歯   矯歯 歯外診療所
     神戸市北区桂木２－１１－２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 265950,0125,2 西尾歯科クリニック 〒651-1302 078-987-3003医療法人社団　西尾歯西尾　嘉高 平 9. 1. 1歯   診療所
     神戸市北区藤原台中町１－２－１常　勤:    2科クリニック　理事長 現存
     北神中央ビル３階３０４号 (歯       2)　西尾　嘉高 平30. 1. 1
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 266050,0126,0 いまうえ歯科医院 〒651-1132 078-596-2400今上　康夫 今上　康夫 平 9. 2. 1歯   診療所
     神戸市北区南五葉１－１－２－１常　勤:    1 現存
     ０２ (歯       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 266150,0127,8 医療法人優美会　シラ〒651-1332 078-981-5767医療法人優美会　理事白瀬　明 平 9. 2. 1歯   矯歯 小歯診療所
     セ歯科 神戸市北区唐櫃台２－１１－１５常　勤:    2長　白瀬　明 歯外 現存
     (歯       2) 平30. 2. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 266250,0128,6 かいもと歯科 〒651-1313 078-982-7870医療法人社団　皓歯会海本　一夫 平 9. 3. 1歯   矯歯 歯外診療所
     神戸市北区有野中町２－１６－２常　勤:    2　理事長　海本　一夫 現存
     ５ (歯       2) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 266350,0131,0 とみた歯科医院 〒651-1212 078-586-2522富田　真一 富田　真一 平 9. 6. 1歯   診療所
     神戸市北区筑紫が丘４－２－５ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 266450,0132,8 森鼻歯科医院 〒651-1501 078-951-2338森鼻　健史 森鼻　健史 平 9. 7. 1歯   診療所
     神戸市北区道場町道場４８ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 266550,0133,6 織田歯科 〒651-1233 078-586-2600織田　晋吾 織田　晋吾 平 9. 8. 1歯   診療所
     神戸市北区日の峰４－２－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 266650,0135,1 堀坂歯科医院 〒651-1242 078-586-2300堀坂　寧介 堀坂　寧介 平 9.11. 1歯   診療所
     神戸市北区山田町上谷上字古々谷常　勤:    1 新規 現存
     ２６－４ (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 266750,0138,5 こがめ歯科 〒651-1313 078-987-5077医療法人社団清孝会　小亀　辰夫 平10. 2. 1歯   小歯 診療所
     神戸市北区有野中町１丁目８－２常　勤:    7理事長　小亀　辰夫 組織変更 現存
     ４ (歯       7) 平28. 2. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 266850,0139,3 大竹歯科医院 〒651-1113 078-593-7810大竹　正章 大竹　正章 平10. 4. 1歯   小歯 診療所
     神戸市北区鈴蘭台南町４丁目３－常　勤:    1 新規 現存
     ２９ (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 266950,0140,1 ひだか歯科クリニック〒651-1132 078-594-0418日髙　康裕 日髙　康裕 平11. 2. 1歯   診療所
     神戸市北区南五葉３－４－２４シ常　勤:    1 新規 現存
     ャトーすずらんⅢ (歯       1) 平29. 2. 1
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 267050,0142,7 おはら歯科医院 〒651-1321 078-981-0055医療法人社団　愛和会小原　雅彦 平11. 6. 1歯   矯歯 診療所
     神戸市北区有野台６丁目１１－５常　勤:    2　おはら歯科医院　理 組織変更 現存
     (歯       2)事長　小原　雅彦 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 267150,0143,5 あおやま歯科 〒651-1514 078-951-0418青山　敏彦 青山　敏彦 平11. 9. 1歯   診療所
     神戸市北区鹿の子台南町３－２－常　勤:    1 新規 現存
     ３０ (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 267250,0144,3 大迫歯科医院 〒651-1111 078-592-7258大迫　勝 大迫　勝 平12. 1. 1歯   診療所
     神戸市北区鈴蘭台北町１丁目１１常　勤:    1 交代 現存
     －８ベルダ鈴蘭台１－Ｃ (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 267350,0145,0 うまだ歯科医院 〒651-1312 078-987-0248馬田　岳幸 馬田　岳幸 平12. 4. 1歯   診療所
     神戸市北区有野町有野９８０－１常　勤:    1 新規 現存
     スーパー「ニシヤマ」有野店２階(歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 267450,0146,8 ほりい歯科医院 〒651-1305 078-952-1748堀井　俊秀 堀井　俊秀 平12.10. 1歯   小歯 診療所
     神戸市北区西山１－１７－１北神常　勤:    1 移動 現存
     星和台ビル１０２ (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 267550,0147,6 中村歯科医院 〒651-1114 078-592-0821中村　日出男 中村　日出男 平12.11. 1歯   診療所
     神戸市北区鈴蘭台西町３丁目７－常　勤:    1 新規 現存
     １９ (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 267650,0148,4 あだち歯科医院 〒651-1304 078-952-5454足立　廉 足立　廉 平12.12. 1歯   小歯 診療所
     神戸市北区京地１丁目１－４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 267750,0150,0 いとたがわ歯科 〒651-1302 078-983-1825糸田川　学 糸田川　学 平13.10. 1歯   小歯 矯歯診療所
     神戸市北区藤原台中町１－２－２常　勤:    2 新規 現存
     エコール・リラ１階 (歯       2) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 267850,0151,8 中東歯科医院 〒651-1111 078-595-1801中東　航 中東　航 平14. 1. 1歯   小歯 診療所
     神戸市北区鈴蘭台北町２－８－６常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 267950,0152,6 長谷歯科医院 〒651-1205 078-583-8148長谷　勝也 長谷　勝也 平14. 1. 1歯   診療所
     神戸市北区花山台２－３８花山駅常　勤:    1 移動 現存
     前ビル１０２ (歯       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 268050,0153,4 きむら歯科クリニック〒651-1313 078-984-3500木村　祐輔 木村　祐輔 平14. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     神戸市北区有野中町１丁目１１－常　勤:    1 新規 現存
     １０仲第１ビル３階 (歯       1) 平26. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 268150,0154,2 はやし歯科医院 〒651-1243 078-582-8886林　徹 林　徹 平14. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     神戸市北区山田町下谷上字門口８常　勤:    1 新規 現存
     －３ (歯       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 268250,0155,9 こさか歯科クリニック〒651-1245 078-582-8241小坂　友康 小坂　友康 平14. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     神戸市北区谷上東町１２－２０ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 268350,0158,3 おおいし歯科クリニッ〒651-1141 078-594-8211大石　芳宏 大石　芳宏 平14. 9. 1歯   診療所
     ク 神戸市北区泉台１－７－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 268450,0159,1 藤江歯科医院 〒651-1321 078-982-3420藤江　泰 藤江　泰 平14.10.11歯   小歯 診療所
     神戸市北区有野台６丁目１０－９常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平26.10.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 268550,0160,9 ふくい歯科診療所 〒651-1242 078-581-4014福井　健雄 福井　健雄 平15.10. 1歯   小歯 診療所
     神戸市北区山田町上谷上字古々山常　勤:    1 新規 現存
     ２９－７９ (歯       1) 平27.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 268650,0161,7 有野台たけいち歯科 〒651-1321 078-981-8353武市　寛司 武市　寛司 平16. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     神戸市北区有野台２－１２－３ 常　勤:    2 交代 歯外 現存
     (歯       2) 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 268750,0162,5 よしい歯科口腔外科ク〒651-1132 078-591-5085吉位　尚 吉位　尚 平16. 5. 1歯   歯外 診療所
     リニック 神戸市北区南五葉２－１－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 268850,0163,3 梶田歯科医院 〒651-1112 078-591-0528梶田　秀行 梶田　秀行 平16. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     神戸市北区鈴蘭台東町１丁目１０常　勤:    1 移動 現存
     －１善喜ビル２階 (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 268950,0165,8 いづがみ歯科医院 〒651-1312 078-984-5750井津上　典洋 井津上　典洋 平16. 9. 1歯   診療所
     神戸市北区有野町有野７５１－２常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 269050,0166,6 きぬがわ歯科クリニッ〒651-1303 078-981-2002衣川　良 衣川　良 平16.12. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 神戸市北区藤原台南町１－１９－常　勤:    1 新規 現存
     ５ (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 269150,0167,4 医療法人社団医信会　〒651-1132 078-593-5355医療法人社団医信会工川西　敏雄 平17. 2. 1歯   診療所
     工藤歯科医院 神戸市北区南五葉５丁目３－３ 常　勤:    1藤歯科医院　理事長　 新規 現存
     (歯       1)工藤　大八郎 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 269250,0169,0 しわ歯科医院 〒651-1351 078-953-4618紫和　直樹 紫和　直樹 平17. 6. 1歯   小歯 診療所
     神戸市北区八多町中１０６１番 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 269350,0171,6 井上歯科クリニック 〒651-1221 078-582-0301井上　将司 井上　将司 平18. 8. 1歯   診療所
     神戸市北区緑町７丁目１番地２６常　勤:    1 交代 現存
     ラムール山の街２０５ (歯       1) 平24. 8. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 269450,0174,0 ひよどり台歯科クリニ〒651-1125 078-741-8028東田　淳一郎 東田　淳一郎 平19. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ック 神戸市北区ひよどり台南町１丁目常　勤:    1 新規 歯外 現存
     １５－１４７ (歯       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 269550,0175,7 せんざい歯科クリニッ〒651-1515 078-986-1141千才　英嗣 千才　英嗣 平19. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ク 神戸市北区上津台８丁目１番地１常　勤:    1 新規 歯外 現存
     号メディカルポートイオン神戸北(歯       1) 平25. 4. 1
     ＳＣ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 269650,0177,3 たの歯科クリニック 〒651-1142 078-591-8883田野　克典 田野　克典 平19.10. 1歯   小歯 診療所
     神戸市北区甲栄台４丁目１番１３常　勤:    1 新規 現存
     号北鈴神鉄駅ビル２Ｆ (歯       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 269750,0178,1 ミント歯科 〒651-1121 078-594-3105ＩＵ・ＭＩＮＧ・ＳＨＩＵ・ＭＩＮＧ・ＳＨ平20. 2. 1歯   小歯 診療所
     神戸市北区星和台６－２８－３ 常　勤:    1ＥＮ（余明勲） ＥＮ（余明勲） 新規 現存
     (歯       1) 平26. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 269850,0179,9 三好歯科矯正歯科医院〒651-1321 078-981-1565医療法人社団　三好歯三好　健次 平20. 3. 1歯   矯歯 小歯診療所
     神戸市北区有野台７丁目１１番の常　勤:    1科矯正歯科医院　理事 移動 現存
     ２ (歯       1)長　三好　健次 平26. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 269950,0180,7 せいき歯科医院 〒651-1142 078-594-6004清木　宏祐 清木　宏祐 平20. 4. 1 診療所
     神戸市北区甲栄台１丁目２－３－常　勤:    1 移動 現存
     １０２ (歯       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 270050,0181,5 室井歯科医院 〒651-1313 078-982-6116医療法人社団　室井歯濱田　悠里 平20. 6. 1歯   歯外 小歯診療所
     神戸市北区有野中町４丁目３番１常　勤:    3科医院　理事長　室井 組織変更 矯歯 現存
     ４号 (歯       3)　誠 平26. 6. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 270150,0182,3 松川歯科 〒651-1242 078-582-0688松川　茂 松川　茂 平20.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     神戸市北区山田町上谷上字古々山常　勤:    1 移動 矯歯 現存
     ３１－１５ (歯       1) 平26.11. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 270250,0185,6 冨田歯科クリニック 〒651-1113 078-593-2622冨田　真一 冨田　真一 平21.12. 1歯   小歯 診療所
     神戸市北区鈴蘭台南町１丁目１－常　勤:    1 新規 現存
     ２リーデンススクエア鈴蘭台駅前(歯       1) 平27.12. 1
     ２０１号 非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 270350,0186,4 ステップガーデン宮地〒651-1302 078-987-5501宮地　章高 宮地　章高 平22. 5. 1歯   小歯 診療所
     歯科 神戸市北区藤原台中町１－４　Ｂ常　勤:    1 新規 現存
     棟１階 (歯       1) 平28. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 270450,0188,0 くに歯科 〒651-1246 078-583-9229國貞　浩平 國貞　浩平 平22. 9. 1歯   小歯 矯歯診療所
     神戸市北区谷上西町２７－７ピュ常　勤:    1 新規 歯外 現存
     ア大翔１０１号 (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 270550,0189,8 グリーン歯科診療所 〒651-1401 078-904-1017德久　堅太 德久　堅太 平22.10. 1歯   診療所
     神戸市北区有馬町１３００－４　常　勤:    1 新規 現存
     ２階中央 (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 270650,0191,4 春日歯科医院 〒651-1144 078-591-5581春日　元樹 春日　元樹 平23. 1. 1歯   小歯 診療所
     神戸市北区大脇台２番３４号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 270750,0192,2 高橋歯科醫院 〒651-1131 078-597-6616高橋　良平 高橋　良平 平23. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     神戸市北区北五葉１－６－１　１常　勤:    1 新規 現存
     Ｆ (歯       1) 平29. 7. 1
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 270850,0194,8 井尻歯科クリニック 〒651-1113 078-593-8866井尻　利枝子 井尻　利枝子 平24. 5.11歯   小歯 診療所
     神戸市北区鈴蘭台南町５丁目３－常　勤:    2 交代 現存
     ２３浜岡南町ビル１０１ (歯       2) 平30. 5.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 270950,0195,5 末吉歯科医院 〒651-1331 078-982-8081末吉　秀次 末吉　秀次 平24.11.22歯   診療所
     神戸市北区有野町唐櫃３２７０－常　勤:    1 移動 現存
     １メゾンエクセラン１０３ (歯       1) 平24.11.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 271050,0196,3 西畑歯科医院 〒651-1113 078-594-4182医療法人社団孔生会　西畑　秀生 平25. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     神戸市北区鈴蘭台南町３丁目１１常　勤:    2理事長　西畑　秀生 移動 現存
     －１１ (歯       2) 平25. 1. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 271150,0197,1 未来デンタルクリニッ〒651-1313 078-987-4618小西　寛孝 小西　寛孝 平25. 8. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 神戸市北区有野中町３丁目５－１常　勤:    1 新規 現存
     ４ (歯       1) 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 271250,0199,7 香山歯科クリニック 〒651-1111 078-591-0565医療法人社団　香山歯香山　剛 平26. 6. 1歯   小歯 矯歯診療所
     神戸市北区鈴蘭台北町１丁目４番常　勤:    1科クリニック　理事長 組織変更 現存
     ３号 (歯       1)　香山　剛 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 271350,0201,1 あいかわ歯科 〒651-1131 078-594-0648医療法人社団あいかわ相川　直輝 平26. 7. 1歯   歯外 小歯診療所
     神戸市北区北五葉一丁目５番１号常　勤:    1歯科　理事長　相川　 組織変更 矯歯 現存
     (歯       1)直輝 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 271450,0202,9 まさだ歯科医院 〒651-1515 078-986-1182医療法人社団　まさだ政田　明夫 平27. 6. 1歯   診療所
     神戸市北区上津台１丁目５番３号常　勤:    1歯科医院　理事長　政 組織変更 現存
     (歯       1)田　明夫 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 271550,0203,7 いわい歯科 〒651-1313 078-984-3955岩井　博之 岩井　博之 平27.10. 1歯   小歯 診療所
     神戸市北区有野中町３－５－６コ常　勤:    1 移動 現存
     ラール１番館１０３ (歯       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 271650,0204,5 清水歯科クリニック 〒651-1147 078-592-6550清水　洋志 清水　洋志 平27.12. 1歯   小歯 矯歯診療所
     神戸市北区松宮台１丁目１４－１常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 271750,0205,2 朝倉歯科 〒651-1302 078-982-0432朝倉　大輔 朝倉　大輔 平28. 2. 1歯   歯外 矯歯診療所
     神戸市北区藤原台中町２－１５－常　勤:    1 その他 小歯 現存
     １３畑中ビル１階 (歯       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 271850,0206,0 つくしデンタルクリニ〒651-1212 078-583-8115医療法人社団春隆会　久葉　隆治 平28. 4. 1小歯 矯歯 歯  診療所
     ック 神戸市北区筑紫が丘１丁目５番１常　勤:    1理事長　久葉　春彦 新規 歯外 現存
     ７ (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 271950,0207,8 河辺デンタルクリニッ〒651-1221 078-583-6080河邊　賀津与 河邊　賀津与 平28. 8.17歯   診療所
     ク 神戸市北区緑町７丁目９番６号 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平28. 8.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 272050,0208,6 きずな歯科クリニック〒651-1351 078-952-1184医療法人きずな　理事水野　貴文 平29. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     神戸市北区八多町中８０４番地 常　勤:    7長　水野　貴文 組織変更 現存
     (歯       7) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 272150,0209,4 おかだ矯正歯科クリニ〒651-1313 078-981-7272医療法人社団　おかだ岡田　欣也 平29. 6. 7矯歯 診療所
     ック 神戸市北区有野中町１丁目１３番常　勤:    1矯正歯科クリニック　 移動 現存
     ３号 (歯       1)理事長　岡田　欣也 平29. 6. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 272250,0210,2 フジオカデンタルクリ〒651-1142 078-593-2406医療法人社団　藤和会河﨑　絵梨子 平29.10. 1歯   小歯 診療所
     ニック　北鈴蘭台院 神戸市北区甲栄台４－３－２１ 常　勤:    1　理事長　藤岡　学 その他 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 272350,0211,0 医療法人社団Ｃ＆Ｐ西〒651-1131 078-592-0526医療法人社団Ｃ＆Ｐ西中本　知之 平30. 1. 4歯   歯外 小歯診療所
     すずらん台歯科クリニ神戸市北区北五葉１丁目１番１号常　勤:    3すずらん台歯科クリニ 組織変更 矯歯 現存
     ック (歯       3)ック　理事長　中本　 平30. 1. 4
     非常勤:    1知之
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 272451,0066,6 扇田歯科医院 〒650-0023 扇田　滋夫 扇田　滋夫 昭39.12. 1歯   診療所
     神戸市中央区栄町通３丁目１－７常　勤:    1 現存
     栄町ビル (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 272551,0072,4 中塚歯科医院 〒650-0044 中塚　史朗 中塚　史朗 昭40.10. 1歯   診療所
     神戸市中央区東川崎町７丁目１－常　勤:    1 現存
     １６ (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 272651,0089,8 黒田歯科医院 〒650-0034 078-321-2927黒田　延彦 黒田　延彦 昭43. 9. 1歯   診療所
     神戸市中央区京町７６－１明海三常　勤:    2 現存
     宮ビル３Ｆ (歯       2) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 272751,0094,8 アワムラ歯科医院 〒651-0087 粟村　武 粟村　武 昭44.12. 1歯   診療所
     神戸市中央区御幸通６丁目１－３常　勤:    1 現存
     山田ビル (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 272851,0102,9 松枝歯科医院 〒651-0056 松枝　一彦 松枝　一彦 昭46. 1. 1歯   診療所
     神戸市中央区熊内町１－１－２０常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 272951,0112,8 松村歯科医院 〒650-0022 078-331-0037松村　好文 松村　好文 昭47. 6.26歯   診療所
     神戸市中央区元町通２丁目４の７常　勤:    2 現存
     松村ビル２Ｆ (歯       2) 平29. 6.26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 273051,0115,1 関本歯科医院 〒650-0022 078-321-5085関本　恵一 関本　恵一 昭48. 3. 1歯   矯歯 診療所
     神戸市中央区元町通１－６－６イ常　勤:    2 現存
     クシマビル３階 (歯       2) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 273151,0125,0 松村歯科医院 〒650-0011 松村　隆司 松村　隆司 昭49. 4. 1歯   診療所
     神戸市中央区下山手通７丁目１５常　勤:    1 現存
     －７ (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 273251,0128,4 古市歯科医院 〒650-0002 古市　克也 古市　克也 昭49. 6. 1歯   診療所
     神戸市中央区北野町２丁目７－１常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 273351,0134,2 右近歯科医院 〒651-0079 右近　文夫 右近　文夫 昭50. 1. 1歯   診療所
     神戸市中央区東雲通５丁目２－９常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 273451,0146,6 高橋歯科医院 〒651-0094 078-241-9224高橋　慶一 高橋　慶一 昭52. 7. 1歯   診療所
     神戸市中央区琴緒町２丁目２－７常　勤:    1 現存
     上田ビル２階２０１ (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 273551,0151,6 島谷歯科医院 〒650-0013 島谷　重輝 島谷　重輝 昭52. 9. 1歯   診療所
     神戸市中央区花隈町１９－９島谷常　勤:    1 現存
     ビル３階 (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 273651,0152,4 高橋歯科医院 〒651-0056 078-221-3453高橋　渉 高橋　渉 昭52.10. 1歯   診療所
     神戸市中央区熊内町２丁目１－７ 現存
     平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 273751,0161,5 樋口歯科医院 〒651-0068 樋口　文章 樋口　文章 昭54. 1. 1歯   診療所
     神戸市中央区旗塚通４丁目２－１常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 273851,0168,0 住谷歯科 〒651-0056 078-222-6474住谷　幸雄 住谷　幸雄 昭54. 7. 1歯   診療所
     神戸市中央区熊内町１丁目８－１常　勤:    1 現存
     ８ (歯       1) 平24. 7. 1
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 273951,0171,4 関歯科医院 〒650-0011 078-392-3690松本　起昌 松本　起昌 昭54.11. 1歯   診療所
     神戸市中央区下山手通３丁目１１常　勤:    1 現存
     －３ (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 274051,0184,7 市山歯科医院 〒651-0052 078-221-1062市山　正典 市山　正典 昭56. 3. 1歯   診療所
     神戸市中央区中島通１丁目３－１常　勤:    1 現存
     ０真弓ビル２階 (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 274151,0186,2 森寺歯科 〒650-0046 078-302-1178森寺　邦徳 森寺　邦徳 昭56. 4. 1歯   診療所
     神戸市中央区港島中町３丁目１－常　勤:    1 現存
     ２東急ポートアベニュー２階 (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 274251,0188,8 本多歯科医院 〒651-0055 078-221-5650本多　忠敬 本多　忠敬 昭56. 4. 1歯   診療所
     神戸市中央区熊内橋通６丁目１－常　勤:    1 現存
     ２６ (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 274351,0189,6 阪本歯科医院 〒650-0021 078-331-2077阪本　義之 阪本　義之 昭56. 5. 1歯   診療所
     神戸市中央区三宮町１丁目３－３常　勤:    1 現存
     小林ビル４階 (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 274451,0194,6 林歯科医院 〒650-0037 078-331-3493林　繁男 林　繁男 昭57. 5. 1歯   診療所
     神戸市中央区明石町３２明海ビル常　勤:    2 現存
     ７階 (歯       2) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 274551,0201,9 李歯科医院 〒651-0068 078-221-1636李　克平 李　克平 昭57.12. 1歯   診療所
     神戸市中央区旗塚通６丁目２－５常　勤:    2 現存
     新神戸ハイム１階 (歯       2) 平27.12. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 274651,0206,8 木村歯科医院 〒651-0094 木村　公一 木村　公一 昭58. 7. 1 診療所
     神戸市中央区琴ノ緒町４－８－３常　勤:    2 現存
     石井ビル (歯       2) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 274751,0209,2 池端歯科医院 〒651-0061 078-242-2116池端　幸成 池端　幸成 昭58.12. 1歯   診療所
     神戸市中央区上筒井通５丁目１－常　勤:    2 現存
     ３神戸上筒井郵便局ビル２階 (歯       2) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 274851,0226,6 田中歯科医院 〒650-0046 078-303-3338田中　佳男 田中　佳男 昭60. 6. 1歯   診療所
     神戸市中央区港島中町６丁目１４常　勤:    1 現存
     ポートピアプラザＣ棟１０１ (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 274951,0235,7 三代歯科医院 〒650-0022 078-331-3034三代　知史 三代　知史 昭62. 1. 1歯   診療所
     神戸市中央区元町通３丁目４－５常　勤:    2 現存
     アイエヌ元町ビル１階 (歯       2) 平29. 1. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 275051,0240,7 宮田歯科医院 〒651-0088 078-232-0814宮田　博文 宮田　博文 昭62. 5. 1歯   診療所
     神戸市中央区小野柄通７丁目１－常　勤:    4 現存
     ５マキビル３－Ａ (歯       4) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 275151,0248,0 竹内歯科医院 〒651-0066 078-241-0418竹内　雅規 竹内　雅規 昭63.10. 1小   歯   診療所
     神戸市中央区国香通１丁目１－１常　勤:    1 現存
     　４Ｆ (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 275251,0249,8 長瀬歯科医院 〒651-0087 078-261-9494長瀬　良平 長瀬　良平 昭63.10. 1歯   診療所
     神戸市中央区御幸通３－１－１１常　勤:    1 現存
     みゆきハイム２０１号 (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 275351,0252,2 岡田歯科 〒650-0021 078-331-1759岡田　太郎 岡田　太郎 昭64. 1. 1歯   矯歯 診療所
     神戸市中央区三宮町２－１１－１常　勤:    1 現存
     センタープラザ西館５０５号 (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 275451,0256,3 砂川歯科 〒650-0022 078-331-1771砂川　正次 砂川　正次 平元. 4. 1 診療所
     神戸市中央区元町通１－４－１８常　勤:    1 現存
     新元町ビル５階 (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 275551,0262,1 井堂歯科診療所 〒650-0025 078-361-7373井堂　知純 井堂　知純 平 2. 5. 1歯   診療所
     神戸市中央区相生町１丁目１－１常　勤:    1 現存
     ４ＴＦＳ神戸ビル２Ｆ (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 275651,0268,8 西原歯科医院 〒650-0044 078-360-0648西原　一雅 西原　一雅 平 3.11. 1 診療所
     神戸市中央区東川崎町１－３－６常　勤:    1 現存
     ＬＳ神戸３階 (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 275751,0274,6 佐本歯科医院 〒651-0093 078-291-0867佐本　達彦 佐本　達彦 平 4. 6.11歯   診療所
     神戸市中央区二宮町４丁目１１－常　勤:    1 現存
     １３高嶋ビル２階 (歯       1) 平28. 6.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 275851,0276,1 岸本歯科クリニック 〒650-0044 078-360-0540岸本　幸彦 岸本　幸彦 平 4.11. 1歯   診療所
     神戸市中央区東川崎町１丁目７－常　勤:    1 現存
     ４ダイヤニッセイビル７階 (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 275951,0278,7 酒井歯科医院 〒651-0054 078-251-8639酒井　伸夫 酒井　伸夫 平 5. 4. 1 診療所
     神戸市中央区野崎通５丁目３－１常　勤:    1 現存
     ３ (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 276051,0279,5 冨田歯科医院 〒650-0017 078-360-4618冨田　千秋 冨田　千秋 平 5. 4. 1歯   診療所
     神戸市中央区楠町１丁目１５－４常　勤:    1 現存
     花常本店ビル２階 (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 276151,0280,3 武歯科医院 〒651-0095 078-221-3965武　宜昭 武　宜昭 平 5. 7. 1 診療所
     神戸市中央区旭通５－２ー１７ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 276251,0281,1 吉田矯正歯科クリニッ〒650-0012 078-332-5735医療法人社団吉田矯正吉田　建美 平 5.12. 1歯   矯歯 診療所
     ク 神戸市中央区北長狭通１丁目２－常　勤:    1歯科クリニック　理事 現存
     ２三宮エビスビル８階 (歯       1)長　吉田　建美 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 276351,0286,0 梶デンタルクリニック〒650-0004 078-371-7131黒井　比佐 黒井　比佐 平 6. 6. 1歯   診療所
     神戸市中央区中山手通７－１７－常　勤:    1 現存
     ７山手食品ビル１階 (歯       1) 平30. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 276451,0297,7 島原歯科医院 〒650-0021 078-331-1154島原　潔 島原　潔 平 7. 5. 1 診療所
     神戸市中央区三宮町１丁目４－１常　勤:    1 現存
     京町ＷＥＳＴーＫビル５Ｆ (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 276551,0299,3 高橋歯科クリニック 〒650-0012 078-392-2118高橋　正樹 高橋　正樹 平 7. 6. 1 診療所
     神戸市中央区北長狭通３－３－６常　勤:    1 現存
     元町商エビル４階 (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 276651,0301,7 北野歯科医院 〒650-0012 078-331-3522北野　等 北野　等 平 7. 5.19 診療所
     神戸市中央区北長狭通１－１－１常　勤:    1 現存
     阪急三宮駅西口２階 (歯       1) 平28. 5.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 276751,0306,6 佐藤矯正歯科クリニッ〒650-0004 078-391-4108佐藤　莞爾 佐藤　莞爾 平 7. 9.10 診療所
     ク 神戸市中央区中山手通３丁目４－常　勤:    1 現存
     ７オリエンタル医科歯科ビル３階(歯       1) 平28. 9.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 276851,0307,4 村井歯科医院 〒650-0013 078-341-2963村井　紳 村井　紳 平 8. 1. 1 診療所
     神戸市中央区花隈町３３－２６ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 276951,0309,0 宮本歯科医院 〒651-0061 078-222-8241宮本　啓二 宮本　啓二 平 8. 7. 1 診療所
     神戸市中央区上筒井通７丁目２－常　勤:    1 現存
     ８ (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 277051,0310,8 志水歯科医院 〒650-0021 078-331-0336志水　幸一 志水　幸一 平 8.10. 1歯   診療所
     神戸市中央区三宮町１－８－１サ常　勤:    1 現存
     ンプラザ３階３１２－１ (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 277151,0311,6 平井歯科医院 〒651-0097 078-222-3380平井　俊一郎 平井　俊一郎 平 9. 1. 1歯   診療所
     神戸市中央区布引町４－２－７ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 277251,0313,2 神谷歯科診療所 〒650-0025 078-341-0906医療法人社団鳳光会　神谷　次郎 平 9. 3. 1歯   診療所
     神戸市中央区相生町４丁目７－１常　勤:    1神谷歯科診療所　理事 現存
     １ (歯       1)長　神谷　直彦 平30. 3. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 277351,0321,5 角元歯科医院 〒650-0004 078-326-7880角元　義尚 角元　義尚 平10. 5. 1歯   歯外 診療所
     神戸市中央区中山手通２丁目４－常　勤:    1 新規 現存
     １２藤本ビル２階 (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 277451,0324,9 中島歯科医院 〒650-0021 078-331-0418中島　憲治 中島　憲治 平10. 6.12歯   診療所
     神戸市中央区三宮町２丁目６－９常　勤:    1 交代 現存
     サンシャイン三宮２０５号 (歯       1) 平28. 6.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 277551,0325,6 中野歯科 〒651-0079 078-241-8148中野　有史 中野　有史 平10. 9. 1歯   矯歯 診療所
     神戸市中央区東雲通２－５－１４常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 277651,0327,2 しみず歯科 〒650-0017 078-366-1481清水　拓 清水　拓 平10.12. 1歯   診療所
     神戸市中央区楠町５－４－１８平常　勤:    1 新規 現存
     林ビル２階 (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 277751,0328,0 河南矯正歯科クリニッ〒651-0094 078-222-6800医療法人社団　河南矯河南　和幸 平10.12. 1矯歯 診療所
     ク 神戸市中央区琴ノ緒町５丁目３－常　勤:    1正歯科クリニック　理 組織変更 現存
     ５ (歯       1)事長　河南　和幸 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 277851,0329,8 国谷歯科医院 〒650-0023 078-331-4010國谷　俊一郎 國谷　俊一郎 平11. 1. 1歯   診療所
     神戸市中央区栄町通３丁目２－１常　勤:    1 移動 現存
     ６ (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［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   280 頁

 277951,0331,4 拝歯科医院 〒650-0037 078-333-1183拜　学 拜　学 平11. 3. 1歯   診療所
     神戸市中央区明石町１８大日明石常　勤:    1 新規 現存
     町ビル５階 (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 278051,0333,0 上村歯科医院 〒650-0034 078-331-1177上村　伸幸 上村　伸幸 平11. 5. 1歯   診療所
     神戸市中央区京町７９日本ビルヂ常　勤:    1 移動 現存
     ンク２０８ (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 278151,0334,8 木村歯科 〒651-0087 078-251-1823木村　卓哉 木村　卓哉 平11. 5. 1歯   診療所
     神戸市中央区御幸通８丁目１－６常　勤:    2 移動 現存
     神戸国際会館１３階 (歯       2) 平29. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 278251,0337,1 こう歯科医院 〒651-0076 078-251-6475高　英保（髙山） 高　英保（髙山） 平11.11. 1歯   小歯 診療所
     神戸市中央区吾妻通１－２－２７常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 278351,0338,9 早川歯科医院 〒650-0012 078-321-6480早川　文彦 早川　文彦 平11.12. 1歯   診療所
     神戸市中央区北長狭通３－２－１常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 278451,0339,7 牧野歯科 〒651-0066 078-241-7775牧野　健 牧野　健 平12. 2. 1歯   診療所
     神戸市中央区国香通４丁目１－８常　勤:    1 移動 現存
     －１０２ (歯       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 278551,0341,3 マエダ歯科医院 〒651-0083 078-251-6480前田　卓哉 前田　卓哉 平12. 5. 1歯   診療所
     神戸市中央区浜辺通５丁目１－１常　勤:    1 新規 現存
     ４貿易センタービル１１階 (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 278651,0343,9 山之内矯正歯科クリニ〒651-0085 078-230-8800山之内　哲治 山之内　哲治 平12. 6. 1矯歯 歯   診療所
     ック 神戸市中央区八幡通４－２－１８常　勤:    1 新規 現存
     昭和住宅・福本ビル８０１ (歯       1) 平30. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 278751,0344,7 石歯科クリニック 〒650-0011 078-333-1441石　亦文 石　亦文 平12.12. 1歯   小歯 矯歯診療所
     神戸市中央区下山手通３丁目１３常　勤:    2 新規 現存
     －９ (歯       2) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 278851,0346,2 ハナダ歯科診療所 〒650-0023 078-327-5670花田　泰宜 花田　泰宜 平13. 4. 1歯   診療所
     神戸市中央区栄町通３－６－１０常　勤:    1 新規 現存
     みなと元町Ｕビル２階 (歯       1) 平25. 4. 1
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 278951,0347,0 河畑歯科医院 〒650-0015 078-341-1018河畑　誠司 河畑　誠司 平13. 6. 1歯   診療所
     神戸市中央区多聞通３丁目２－１常　勤:    1 交代 現存
     ６ (歯       1) 平25. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 279051,0350,4 きよばやし歯科 〒651-0068 078-252-4618許林　能治 許林　能治 平14. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     神戸市中央区旗塚通２－２－１６常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 279151,0352,0 はるな歯科医院 〒650-0022 078-325-2525春名　領 春名　領 平14. 3. 1歯   矯歯 診療所
     神戸市中央区元町通２－３－２ジ常　勤:    1 移動 現存
     ェムビル４階 (歯       1) 平26. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 279251,0353,8 市川歯科医院 〒651-0076 078-232-0418市川　淳一郎 市川　淳一郎 平14. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     神戸市中央区吾妻通５丁目１－２常　勤:    1 新規 現存
     ２ (歯       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 279351,0355,3 竹島歯科 〒651-0085 078-221-0900竹島　千里 竹島　千里 平14.10.14歯   診療所
     神戸市中央区八幡通４－２－９ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平26.10.14
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 279451,0356,1 松縄歯科医院 〒651-0096 078-231-5115松縄　勝 松縄　勝 平14.11. 1歯   診療所
     神戸市中央区雲井通５丁目３－１常　勤:    2 移動 現存
     サンパル２階 (歯       2) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 279551,0359,5 聖栄歯科医院・矯正歯〒650-0011 078-332-6480山東　次忠 山東　次忠 平14.12. 1歯   矯歯 小歯診療所
     科 神戸市中央区下山手通４丁目１０常　勤:    2 移動 現存
     －２１－３０１ (歯       2) 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 279651,0360,3 大盛歯科医院 〒650-0012 078-331-0380大盛　朝玄 大盛　朝玄 平15. 3. 1歯   診療所
     神戸市中央区北長狭通４－２－１常　勤:    1 新規 現存
     三和ビル２階 (歯       1) 平27. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 279751,0363,7 よねだ歯科医院 〒650-0046 078-302-3306米田　修 米田　修 平15. 5. 1歯   診療所
     神戸市中央区港島中町２－１－１常　勤:    1 移動 現存
     ２ (歯       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 279851,0364,5 荒垣歯科医院 〒651-0053 078-242-0446荒垣　一彦 荒垣　一彦 平15. 9. 1歯   診療所
     神戸市中央区籠池通３－６－１５常　勤:    1 移動 現存
     新神戸東ビル２階 (歯       1) 平27. 9. 1
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 279951,0366,0 船曳歯科クリニック 〒651-0085 078-222-8020船曳　眞輔 船曳　眞輔 平15.10. 1歯   診療所
     神戸市中央区八幡通４丁目２－１常　勤:    1 新規 現存
     ８昭和住宅・福本ビル６０３ (歯       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 280051,0368,6 大田歯科医院 〒650-0025 078-361-6480大田　健一 大田　健一 平15.12. 1歯   小歯 矯歯診療所
     神戸市中央区相生町３丁目１－２常　勤:    2 新規 歯外 現存
     (歯       2) 平27.12. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 280151,0370,2 野中歯科医院 〒651-0097 078-221-4180野中　美江 野中　美江 平16. 5. 1歯   診療所
     神戸市中央区布引町３丁目１－７常　勤:    1 新規 現存
     神戸クリニックビル３階 (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 280251,0371,0 アキラ矯正歯科クリニ〒650-0037 078-391-5678楊　浩彰 楊　浩彰 平16. 6. 1歯   矯歯 診療所
     ック 神戸市中央区明石町３０常盤ビル常　勤:    1 新規 現存
     ４０１ (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 280351,0374,4 安井歯科医院 〒650-0003 078-241-0055安井　仁司 安井　仁司 平16.10. 1歯   診療所
     神戸市中央区山本通３－７－２９常　勤:    1 移動 現存
     神戸トアロードビル２Ｆ (歯       1) 平28.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 280451,0377,7 磯島歯科 〒650-0031 078-334-2518磯島　吉博 磯島　吉博 平17. 2. 1歯   診療所
     神戸市中央区東町１１６－１シテ常　勤:    1 交代 現存
     ィライフ三宮ビル７Ｆ (歯       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 280551,0379,3 さきデンタルクリニッ〒650-0021 078-332-4618北野　佐季 北野　佐季 平17. 5. 1歯   診療所
     ク 神戸市中央区三宮町３－１－５イ常　勤:    1 新規 現存
     ソーラディ元町５Ｆ (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 280651,0380,1 ＳＡＫＵＬＡデンタル〒650-0001 078-393-2200三木　通英 三木　通英 平17. 6. 1歯   矯歯 小歯診療所
     クリニック 神戸市中央区加納町４－３－３　常　勤:    2 新規 歯外 現存
     さくら三神ビル５Ｆ (歯       2) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 280751,0381,9 西田歯科医院 〒650-0046 078-302-4180医療法人社団西田歯科西田　郭 平17. 6. 1歯   診療所
     神戸市中央区港島中町３丁目２番常　勤:    1医院　理事長　西田　 組織変更 現存
     ６号 (歯       1)郭 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 280851,0382,7 本庄歯科クリニック 〒651-0072 078-291-4180医療法人社団本庄歯科本庄　健一 平17. 6. 1歯   小歯 診療所
     神戸市中央区脇浜町１丁目３番３常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     －１０２号 (歯       1)本庄　健一 平29. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 280951,0383,5 横山矯正歯科 〒651-0095 078-241-8741横山　玲子 横山　玲子 平17. 8. 1矯歯 歯   診療所
     神戸市中央区旭通５－３－９ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 281051,0385,0 髙田歯科 〒650-0021 078-333-2666髙田　光彦 髙田　光彦 平17.10. 1歯   診療所
     神戸市中央区三宮町１丁目１の１常　勤:    2 新規 現存
     新神戸ビル５０３号室 (歯       2) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 281151,0386,8 フジタ歯科医院 〒651-0088 078-291-8855藤田　忠篤 藤田　忠篤 平17.10. 1歯   診療所
     神戸市中央区小野柄通７丁目１－常　勤:    1 新規 現存
     １日本生命三宮駅前ビル４Ｆ (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 281251,0387,6 武田デンタルクリニッ〒651-0073 078-230-1818武田　英治 武田　英治 平17.11. 1歯   歯外 小歯診療所
     ク 神戸市中央区脇浜海岸通２丁目２常　勤:    1 新規 現存
     番２号ブルメールＨＡＴ神戸１Ｆ(歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 281351,0389,2 おおかど歯科医院 〒650-0027 078-367-5770大角　俊夫 大角　俊夫 平17.12. 1歯   小歯 矯歯診療所
     神戸市中央区中町通３－１－８ラ常　勤:    1 新規 現存
     イオンズステーションプラザ神戸(歯       1) 平29.12. 1
     １Ｆ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 281451,0391,8 医療法人社団有心会　〒650-0012 078-333-6890医療法人社団　有心会藤井　俊憲 平18. 3. 1歯   歯外 矯歯診療所
     クリア歯科神戸院 神戸市中央区北長狭通２丁目５番常　勤:    3　理事長　木村　正信 組織変更 現存
     ９号グランドプラザトーア７Ｆ (歯       3) 平30. 3. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 281551,0392,6 川越歯科医院 〒650-0022 078-341-2198川越　弘就 川越　弘就 平18. 4. 1歯   歯外 小歯診療所
     神戸市中央区元町通６－３－１ 常　勤:    2 交代 矯歯 現存
     (歯       2) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 281651,0394,2 石井歯科医院 〒650-0046 078-302-8833石井　準之助 石井　準之助 平18. 6. 1歯   歯外 診療所
     神戸市中央区港島中町３－２－６常　勤:    1 新規 現存
     エバーグリーンポートアイランド(歯       1) 平30. 6. 1
     １階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 281751,0396,7 大西歯科医院 〒651-0077 078-241-3680医療法人社団　大西歯大西　徳至 平18. 7. 1歯   診療所
     神戸市中央区日暮通２丁目５番５常　勤:    1科医院　理事長　大西 移動 現存
     号メゾン中村１階１０１号 (歯       1)　徳至 平24. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 281851,0397,5 藤井歯科医院 〒651-0087 078-251-5588藤井　隆文 藤井　隆文 平18. 8. 1歯   歯外 小歯診療所
     神戸市中央区御幸通６丁目１－２常　勤:    2 交代 矯歯 現存
     ５ももの木ビル３Ｆ (歯       2) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 281951,0399,1 さとう歯科 〒650-0015 078-361-2088佐藤　満 佐藤　満 平18.11. 1歯   小歯 診療所
     神戸市中央区多聞通４丁目１番７常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 282051,0402,3 北野坂鳥居歯科医院 〒650-0004 078-321-0146医療法人社団　悠和会鳥居　秀平 平19. 1. 1歯   歯外 小歯診療所
     神戸市中央区中山手通１丁目８番常　勤:    1　理事長　鳥居　秀平 組織変更 矯歯 現存
     １７号ダイヤモンドビル３階 (歯       1) 平25. 1. 1
     非常勤:    6
     (歯       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 282151,0403,1 久野歯科 〒650-0022 078-391-0551久野　幸紀 久野　幸紀 平19. 1. 1歯   診療所
     神戸市中央区元町通１－１４－１常　勤:    1 交代 現存
     １石崎ビル４階 (歯       1) 平25. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 282251,0404,9 杉本歯科医院 〒650-0021 078-321-0800杉本　千花 杉本　千花 平18.12.21歯   診療所
     神戸市中央区三宮町１丁目７番１常　勤:    1 交代 現存
     号友信ビル３Ｆ (歯       1) 平24.12.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 282351,0407,2 おおさこ矯正歯科医院〒650-0012 078-321-6333大迫　淳 大迫　淳 平19. 3.10矯歯 診療所
     神戸市中央区北長狭通４丁目７－常　勤:    1 移動 現存
     ６インペリアルトラストビル６階(歯       1) 平25. 3.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 282451,0409,8 松村歯科医院 〒650-0015 078-361-1833医療法人社団　松村歯松村　幸利 平19. 5. 1歯   診療所
     神戸市中央区多聞通３丁目３番７常　勤:    1科医院　理事長　松村 組織変更 現存
     号コウベセンタービル２Ｆ (歯       1)　幸利 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 282551,0412,2 船曳歯科医院 〒651-0097 078-241-0170船曳　五郎 船曳　五郎 平19. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     神戸市中央区布引町４丁目３－６常　勤:    2 移動 現存
     マイファーレ神戸３Ｆ (歯       2) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 282651,0415,5 神戸元町歯科 〒650-0022 078-335-2122医療法人社団スマイル関　加織 平19.12. 1歯   矯歯 歯外診療所
     神戸市中央区元町通１丁目１番１常　勤:    2サロン会　理事長　長 組織変更 現存
     号新元町ビル２階 (歯       2)田　卓央 平25.12. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 282751,0417,1 西田歯科医院 〒650-0011 078-341-5227西田　真也 西田　真也 平20. 1. 1歯   診療所
     神戸市中央区下山手通８－１－１常　勤:    2 交代 現存
     ０ (歯       2) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 282851,0418,9 谷井歯科 〒650-0022 078-393-8248谷井　博美 谷井　博美 平20. 3. 1歯   診療所
     神戸市中央区元町通２丁目８の１常　勤:    1 新規 現存
     ４オルタンシアビル７０２ (歯       1) 平26. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 282951,0421,3 博愛歯科医院 〒650-0034 078-332-4180藤川　洋一 藤川　洋一 平20. 5.28歯   診療所
     神戸市中央区京町７６－２明海三常　勤:    1 交代 現存
     宮ビル３Ｆ (歯       1) 平26. 5.28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 283051,0428,8 神谷歯科 〒650-0004 078-321-2232医療法人社団鳳光会　神谷　弘祐 平21. 4. 1歯   矯歯 歯外診療所
     神戸市中央区中山手通４丁目１番常　勤:    1理事長　神谷　直彦 交代 現存
     １１－１０１号 (歯       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 283151,0429,6 神谷歯科医院 〒650-0004 078-321-2332医療法人社団鳳光会　神谷　直彦 平21. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     神戸市中央区中山手通４丁目１番常　勤:    4理事長　神谷　直彦 交代 現存
     １１号 (歯       4) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 283251,0430,4 てい歯科医院 〒651-0087 078-230-0401医療法人社団　てい歯鄭　哲理 平21. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     神戸市中央区御幸通２丁目１番２常　勤:    1科医院　理事長　鄭　 新規 現存
     ３号 (歯       1)哲理 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 283351,0432,0 医療法人真摯会　三宮〒651-0096 078-862-9077医療法人真摯会　理事瀬戸上　康子 平21.11. 1歯   矯歯 診療所
     クローバー歯科クリニ神戸市中央区雲井通７丁目１番１常　勤:    4長　松本　正洋 新規 現存
     ック 号神戸新聞会館ビル１５階 (歯       4) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 283451,0434,6 医療法人社団神戸デン〒651-0086 078-222-1555医療法人社団神戸デン小山　智久 平21.12. 1歯   歯外 小歯診療所
     タルクリニック 神戸市中央区磯上通８丁目１番２常　勤:    1タルクリニック　理事 組織変更 矯歯 現存
     ３号そごうウィング５階 (歯       1)長　小山　智久 平27.12. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 283551,0435,3 神戸ルミナスデンタル〒650-0021 078-331-7031医療法人社団菫会　理安達　清太 平21.12. 1歯   診療所
     クリニック 神戸市中央区三宮町１丁目４－３常　勤:    1事長　前田　章 移動 現存
     (歯       1) 平27.12. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 283651,0438,7 龍崎歯科医院 〒650-0023 078-331-2040龍崎　健栄 龍崎　健栄 平22. 5. 1歯   小歯 診療所
     神戸市中央区栄町通２丁目１－２常　勤:    1 移動 現存
     日東ビル２０１ (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 283751,0439,5 雅ホリスティック歯科〒650-0021 078-333-3311堀　雅文 堀　雅文 平22. 6. 1歯   歯外 診療所
     神戸市中央区三宮町３丁目９－１常　勤:    1 新規 現存
     ５東亜ビル４階 (歯       1) 平28. 6. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 283851,0441,1 山崎歯科クリニック 〒650-0012 078-392-0037山崎　賢一 山崎　賢一 平22. 6.27歯   矯歯 小歯診療所
     神戸市中央区北長狭通４－１－１常　勤:    1 交代 歯外 現存
     ２鯉川ビル３Ｆ (歯       1) 平28. 6.27
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 283951,0442,9 みづほデンタルクリニ〒651-0079 078-891-3988岸本　瑞穂 岸本　瑞穂 平22. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     ック 神戸市中央区東雲通１－６－１０常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     号ライベス春日野１０１号 (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 284051,0443,7 玉川歯科医院 〒650-0012 078-331-4008医療法人社団玉川歯科玉川　浩 平22. 7.16歯   診療所
     神戸市中央区北長狭通３丁目７－常　勤:    1医院　理事長　玉川　 組織変更 現存
     ３ (歯       1)浩 平28. 7.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 284151,0444,5 さくら歯科医院 〒650-0004 078-351-6411湯川　誠 湯川　誠 平22. 9.30歯   小歯 歯外診療所
     神戸市中央区中山手通７－２５－常　勤:    2 交代 矯歯 現存
     ４３　１階北 (歯       2) 平28. 9.30
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 284251,0445,2 おだ歯科医院 〒650-0027 078-362-6480小田　洋充 小田　洋充 平22.11. 1歯   小歯 矯歯診療所
     神戸市中央区中町通２丁目２－５常　勤:    1 新規 歯外 現存
     ローレル神戸駅前１０１ (歯       1) 平28.11. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 284351,0446,0 加藤歯科医院 〒650-0012 078-331-1832加藤　賛 加藤　賛 平22.12.17歯   診療所
     神戸市中央区北長狭通４丁目７番常　勤:    1 交代 現存
     ８号 (歯       1) 平28.12.17
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 284451,0450,2 河南歯科医院 〒651-0092 078-221-1192医療法人社団　河南歯河南　博之 平23. 4. 1歯   診療所
     神戸市中央区生田町１丁目４番２常　勤:    1科医院　理事長　河南 新規 現存
     ０号新神戸ビルディング１０１号(歯       1)　博之 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 284551,0452,8 旧居留地歯科 〒650-0037 078-325-0222尾川　貴規 尾川　貴規 平23. 6. 1歯   小歯 矯歯診療所
     神戸市中央区明石町３１－１ＴＥ常　勤:    1 新規 現存
     ＳＴＡ神戸旧居留地３Ｆ (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 284651,0455,1 トア山手吉村歯科 〒650-0004 078-392-8881吉村　隆史 吉村　隆史 平23.10. 1歯   診療所
     神戸市中央区中山手通３丁目２－常　勤:    1 新規 現存
     ２トア山手プラザウイング棟２０(歯       1) 平29.10. 1
     ５－２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 284751,0457,7 大成歯科クリニック 〒650-0034 078-393-1616大成　志乃ぶ 大成　志乃ぶ 平23.11.24歯   診療所
     神戸市中央区京町７４京町７４番常　勤:    1 移動 現存
     ビル８Ｆ (歯       1) 平29.11.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 284851,0458,5 中村歯科医院 〒650-0015 078-371-0280中村　征一郎 中村　征一郎 平23.12. 1歯   歯外 診療所
     神戸市中央区多聞通５－１－１４常　勤:    2 その他 現存
     (歯       2) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 284951,0460,1 山路歯科医院 〒651-0077 078-242-7464山路　正樹 山路　正樹 平24. 3. 1歯   診療所
     神戸市中央区日暮通４丁目１－９常　勤:    1 移動 現存
     ビリオン日暮１０１ (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 285051,0463,5 船曳歯科医院 〒650-0022 078-331-1103船曳　晃滋 船曳　晃滋 平24. 4. 1歯   診療所
     神戸市中央区元町通２－４－１３常　勤:    2 交代 現存
     サンアポロビル３Ｆ (歯       2) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 285151,0464,3 山田歯科診療所 〒650-0022 078-321-1796山田　哲史 山田　哲史 平24. 6. 1歯   歯外 小歯診療所
     神戸市中央区元町通３丁目１２－常　勤:    1 交代 矯歯 現存
     １２ (歯       1) 平30. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 285251,0466,8 神戸中山手歯科 〒650-0004 078-331-8020橋本　健 橋本　健 平24. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     神戸市中央区中山手通２丁目４番常　勤:    2 新規 歯外 現存
     １５号ローレルトアスクエア　１(歯       2) 平24. 7. 1
     ０１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 285351,0467,6 めぐみデンタルクリニ〒650-0011 078-599-9838医療法人社団藤原整形藤原　めぐみ 平24. 9. 1歯   小歯 診療所
     ック 神戸市中央区下山手通２丁目４番常　勤:    1外科　理事長　藤原　 新規 現存
     １０号新道三光ビル３階 (歯       1)俊夫 平24. 9. 1
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 285451,0468,4 中山歯科医院 〒650-0013 078-341-5757中山　晋 中山　晋 平24.10. 1歯   診療所
     神戸市中央区花隈町８－１４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 285551,0472,6 香西デンタルクリニッ〒651-0087 078-230-1455香西　宏敏 香西　宏敏 平25. 3. 8歯   診療所
     ク 神戸市中央区御幸通５－１－２１常　勤:    1 移動 現存
     富永ビル１Ｆ (歯       1) 平25. 3. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 285651,0476,7 岩田歯科クリニック 〒650-0011 078-382-1177岩田　宏 岩田　宏 平25. 7. 1歯   診療所
     神戸市中央区下山手通５丁目８－常　勤:    1 新規 現存
     １４ (歯       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 285751,0477,5 ＨＡＴ神戸矯正歯科ク〒651-0073 078-251-2039医療法人社団　大植ク大植　一樹 平25. 7. 1矯歯 診療所
     リニック 神戸市中央区脇浜海岸通２－２－常　勤:    1リニック　理事長　大 新規 現存
     ３ＨＡＴ神戸メディカルモール３(歯       1)植　春樹 平25. 7. 1
     ０３－１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 285851,0478,3 シティタワー神戸三宮〒651-0095 078-855-3790杉岡　伸悟 杉岡　伸悟 平25. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     歯科 神戸市中央区旭通４－１－２－１常　勤:    1 新規 歯外 現存
     ０３ (歯       1) 平25. 7. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 285951,0479,1 木下歯科医院 〒650-0012 078-341-0623木下　晴代 木下　晴代 平25. 3.21歯   小歯 診療所
     神戸市中央区北長狭通６丁目３番常　勤:    1 交代 現存
     １０号ロイヤル花隈２階Ｃ号 (歯       1) 平25. 3.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 286051,0480,9 広田歯科医院 〒650-0026 078-362-6074廣田　充啓 廣田　充啓 平25. 6. 1歯   診療所
     神戸市中央区古湊通２丁目２番２常　勤:    1 移動 現存
     ３号斉藤ビル２階 (歯       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 286151,0485,8 てつ歯科 〒651-0062 078-222-6480福田　哲也 福田　哲也 平26. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     神戸市中央区坂口通５丁目２－１常　勤:    1 新規 歯外 現存
     ２メゾン坂口１階 (歯       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 286251,0486,6 神戸市歯科医師会附属〒650-0021 078-331-8099公益社団法人神戸市歯安井　仁司 平26. 7. 1歯   診療所
     歯科診療所 神戸市中央区三宮町２－１１－１常　勤:    1科医師会　会長　安井 移動 現存
     センタープラザ西館５Ｆ　５０９(歯       1)　仁司 平26. 7. 1
     号室 非常勤:   37
     (歯      37)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 286351,0487,4 藤原歯科医院 〒650-0025 078-341-8148藤原　充枝 藤 　充枝 平26. 7. 1歯   診療所
     神戸市中央区相生町４－８－８ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平26. 7. 1
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 286451,0488,2 Ｍ＆Ｂ歯科クリニック〒650-0022 078-391-2250三代　賢哉 三代　賢哉 平26. 9. 1歯   歯外 小歯診療所
     神戸市中央区元町通２－８－１４常　勤:    1 その他 現存
     　オルタンシアビル５Ｆ (歯       1) 平26. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 286551,0489,0 数見歯科医院 〒651-0061 078-221-3136數見　保晴 數見　保晴 平26. 9. 1歯   診療所
     神戸市中央区上筒井通２丁目１番常　勤:    2 交代 現存
     ８号 (歯       2) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 286651,0492,4 みきデンタルクリニッ〒650-0021 078-333-8090医療法人社団みきデン三木　州 平27. 1. 1歯   歯外 小歯診療所
     ク 神戸市中央区三宮町３丁目９番３常　勤:    1タルクリニック　理事 組織変更 矯歯 現存
     号 (歯       1)長　三木　州 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 286751,0493,2 医療法人　健和会　健〒650-0013 078-362-7797医療法人　健和会　理西田　有希 平27. 1. 6歯   診療所
     和花隈歯科クリニック神戸市中央区花隈町３番８号花隈常　勤:    1事長　武安　彰子 その他 現存
     富士ビル１Ｆ (歯       1) 平27. 1. 6
     非常勤:    9
     (歯       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 286851,0494,0 ハーバービューデンタ〒650-0022 078-366-1184平木　紳一郎 平木　紳一郎 平27. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ルクリニック 神戸市中央区元町通４丁目１－２常　勤:    1 新規 歯外 現存
     シャルマンビル２階 (歯       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 286951,0495,7 海岸通デンタルクリニ〒651-0073 078-261-3300医療法人社団　海岸通山下　大輔 平27. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     ック 神戸市中央区脇浜海岸通二丁目２常　勤:    2デンタルクリニック　 組織変更 現存
     番３号 (歯       2)理事長　山下　大輔 平27. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 287051,0496,5 奥村歯科医院 〒650-0001 078-327-8455医療法人社団オーラリ奥村　秀樹 平27. 4. 1歯   歯外 診療所
     神戸市中央区加納町６丁目６番１常　勤:    2ア　理事長　奥村　秀 組織変更 現存
     号金沢三宮ビル４階 (歯       2)樹 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 287151,0497,3 アートセンター歯科 〒651-0055 078-231-1115医療法人社団　アート大西　正宏 平27. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     神戸市中央区熊内橋通７丁目１番常　勤:    2センター歯科　理事長 組織変更 矯歯 現存
     １３号神戸芸術センター４階 (歯       2)　大西　正宏 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 287251,0499,9 前田歯科診療所 〒651-0097 078-221-3158前田　多津子 前田　多津子 平27. 5. 1歯   診療所
     神戸市中央区布引町２－１－１２常　勤:    1 移動 現存
     コタニビル (歯       1) 平27. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
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 287351,0501,2 そうあいデンタルクリ〒650-0026 078-351-6770荒木　幸次 荒木　幸次 平27. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     ニック 神戸市中央区古湊通１－２－５－常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     １０１ (歯       1) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 287451,0503,8 医療法人和道会レイデ〒650-0044 078-371-4618医療法人和道会　理事シュタンゲ　ゆかり 平28. 1. 1歯   矯歯 歯外診療所
     ンタルクリニック 神戸市中央区東川崎町１丁目８番常　勤:    1長　道向　栄二 組織変更 現存
     １号プロメナ神戸４階 (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 287551,0504,6 日髙歯科 〒650-0011 078-391-8760日髙　利彦 日髙　利彦 平28. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     神戸市中央区下山手通４丁目６－常　勤:    2 交代 歯外 現存
     １１エクセル山手１Ｆ (歯       2) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 287651,0505,3 医療法人和道会ユウデ〒650-0021 078-332-1182医療法人和道会　理事道向　栄二 平28. 4. 1歯   矯歯 歯外診療所
     ンタルクリニック 神戸市中央区三宮町３丁目３番２常　勤:    2長　道向　栄二 新規 現存
     号三宮ＷＥＳＴビル７階 (歯       2) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 287751,0506,1 みなと元町歯科 〒650-0022 078-361-1008福地　康孝 福地　康孝 平28. 4. 1歯   歯外 小歯診療所
     神戸市中央区元町通５－３－１０常　勤:    1 新規 現存
     岡田ビル１階 (歯       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 287851,0507,9 藤本歯科クリニック 〒650-0023 078-351-1717医療法人社団藤本歯科藤本　義洋 平28. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     神戸市中央区栄町通４丁目１番１常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     １号エタニティ栄町ビル１階 (歯       1)藤本　義洋 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 287951,0508,7 松井歯科医院 〒650-0015 078-381-6484松井　俊明 松井　俊明 平28. 6. 1歯   歯外 小歯診療所
     神戸市中央区多聞通５－１－５福常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     興ビル１階 (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 288051,0510,3 すぎ歯科クリニック 〒651-0056 078-232-1180医療法人すぎ歯科クリ杉　真一郎 平28. 6. 1歯   歯外 小歯診療所
     神戸市中央区熊内町４丁目１番３常　勤:    1ニック　理事長　杉　 組織変更 矯歯 現存
     号ワコーレ新神戸ステージ１０１(歯       1)真一郎 平28. 6. 1
     号室
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 288151,0511,1 医療法人信誠会　大塚〒650-0022 078-367-2789医療法人信誠会　理事大塚　重雄 平28. 6. 1矯歯 診療所
     矯正歯科 神戸市中央区元町通四丁目６番５常　勤:    1長　大塚　重雄 組織変更 現存
     号アパルトロア１Ｆ (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 288251,0512,9 三宮アップル歯科 〒651-0094 078-200-6802医療法人社団アップル和氣　正和 平28.10. 1歯   小歯 矯歯診療所
     神戸市中央区琴ノ緒町５丁目２番常　勤:    1歯科クリニック　理事 新規 歯外 現存
     ２号三信ビル３０１号 (歯       1)長　吉見　哲朗 平28.10. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
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 288351,0513,7 神戸三宮歯科クリニッ〒650-0004 078-996-0303医療法人社団ミドリ会山田　哲也 平28.10. 1歯   診療所
     ク 神戸市中央区中山手通３丁目２番常　勤:    1　理事長　山田　哲也 新規 現存
     １ (歯       1) 平28.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 288451,0514,5 Ｋ　ＤＥＮＴＡＬ　Ｃ〒650-0001 078-333-1585金田　祥弘 金田　祥弘 平28.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     ＬＩＮＩＣ 神戸市中央区加納町３丁目１－２常　勤:    1 新規 現存
     ６ (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 288551,0515,2 西田歯科・矯正歯科 〒650-0026 078-367-6252西田　吾朗 西田　吾朗 平29. 2. 1歯   矯歯 小歯診療所
     神戸市中央区古湊通１－２－８甲常　勤:    1 新規 歯外 現存
     南サンコーポラス１０３ (歯       1) 平29. 2. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 288651,0516,0 神戸ハーバー歯科クリ〒651-0076 078-291-4618山田　真由美 山田　真由美 平29. 2. 1歯   矯歯 診療所
     ニック 神戸市中央区吾妻通５丁目２番２常　勤:    1 組織変更 現存
     ０号 (歯       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 288751,0517,8 にのみや歯科医院 〒651-0093 078-262-7705栁田　匡彦 栁田　匡彦 平29. 4. 1歯   歯外 小歯診療所
     神戸市中央区二宮町３丁目５－１常　勤:    2 新規 現存
     ５アーバンライフ藤田１０１ (歯       2) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 288851,0518,6 ユアーズオーラルクリ〒650-0021 078-331-6675斉藤　進之介 斉藤　進之介 平29. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     ニック三宮 神戸市中央区三宮町１丁目６－１常　勤:    1 新規 歯外 現存
     １ (歯       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 288951,0519,4 ヨシダ歯科・小児歯科〒651-0087 078-271-4618吉田　利正 吉田　利正 平29. 3. 1歯   小歯 矯歯診療所
     クリニック 神戸市中央区御幸通４丁目２番９常　勤:    1 移動 現存
     号アベニュー御幸ビル１０１号室(歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 289051,0520,2 神戸むらかみ歯科 〒651-0056 078-200-6700村上　和弘 村上　和弘 平29. 6. 1歯   歯外 小歯診療所
     神戸市中央区熊内町６丁目２－８常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 289151,0521,0 シニア歯科オーラルケ〒651-0054 078-242-2330小松原　秀紀 小松原　秀紀 平29.11. 1歯   歯外 矯歯診療所
     アクリニック新神戸 神戸市中央区野崎通３丁目３－３常　勤:    1 新規 小歯 現存
     ２ (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 289251,0522,8 アルデブラン・デンタ〒650-0021 078-393-4618釜口　尚弘 釜口　尚弘 平30. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ルクリニック神戸三宮神戸市中央区三宮町２－２－１ラ常　勤:    1 その他 歯外 現存
     院 ム三宮ビル７Ｆ (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 289351,0523,6 医療法人谷歯科クリニ〒651-0087 078-414-8470医療法人　谷歯科クリ谷　賀文 平30. 1. 1歯   歯外 矯歯診療所
     ック　神戸三宮谷歯科神戸市中央区御幸通六丁目１番２常　勤:    1ニック　理事長　谷　 その他 小歯 現存
     クリニック ０号 (歯       1)啓次 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 289451,0524,4 井堂歯科医院 〒650-0012 078-599-9654井堂　孝一郎 井堂　孝一郎 平30. 4. 1歯   診療所
     神戸市中央区北長狭通３丁目２番常　勤:    2 交代 現存
     ３号ニューグランドビル３階 (歯       2) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 289551,0525,1 奥田歯科医院 〒650-0016 078-599-7919医療法人社団　奥田歯奥田　浩規 平30. 5. 1歯   矯歯 診療所
     神戸市中央区橘通４丁目２－６ 常　勤:    2科医院　理事長　奥田 組織変更 現存
     (歯       2)　浩規 平30. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 289652,0011,0 大村歯科診療所 〒651-2133 078-928-6480大村　誠 大村　誠 昭53.12. 1歯   診療所
     神戸市西区枝吉３丁目５８ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 289752,0014,4 榎本歯科医院 〒651-2131 榎本　進 榎本　進 昭55.10. 1歯   診療所
     神戸市西区持子３丁目２９－２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 289852,0015,1 大塚歯科医院 〒651-2224 大塚　一仁 大塚　一仁 昭56. 1. 1歯   診療所
     神戸市西区秋葉台２丁目１－２４常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 289952,0016,9 柏木歯科医院 〒651-2414 078-967-2626柏木　一英 柏木　一英 昭56. 4. 1歯   診療所
     神戸市西区大沢２ー３ー３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 290052,0018,5 木村歯科 〒651-2213 078-994-2322木村　重直 木村　重直 昭57. 6. 1歯   診療所
     神戸市西区押部谷町福住字岡本４常　勤:    1 現存
     ９８－１上崎ビル２階 (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 290152,0019,3 茨木歯科医院 〒651-2147 茨木　康人 茨木　康人 昭58. 6. 1歯   診療所
     神戸市西区玉津町田字宮の下６０常　勤:    1 現存
     ７－２ (歯       1) 平28. 6. 1
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 290252,0020,1 ほりはた歯科・矯正歯〒651-2226 堀畑　勝巳 堀畑　勝巳 昭58. 8. 1歯   矯歯 小歯診療所
     科クリニック 神戸市西区桜ヶ丘中町４丁目１－常　勤:    1 現存
     １ (歯       1) 平28. 8. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 290352,0024,3 にしふじ歯科医院 〒651-2276 078-961-2345西藤　隆弘 西藤　隆弘 昭59. 4. 1歯   小歯 診療所
     神戸市西区春日台１丁目２５－１常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 290452,0025,0 藤本歯科医院 〒651-2111 078-975-0576藤本　義和 藤本　義和 昭59. 6. 1歯   診療所
     神戸市西区池上４丁目２－２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 290552,0030,0 田村歯科医院 〒651-2117 078-974-7756田村　洋一 田村　洋一 昭61. 6. 1歯   診療所
     神戸市西区北別府５丁目１７－４常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 290652,0031,8 関歯科医院 〒651-2133 078-928-5581関　精蔵 関　精蔵 昭61. 6. 1歯   診療所
     神戸市西区枝吉１丁目１７鳥本ビ常　勤:    1 現存
     ル２階 (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 290752,0033,4 安藤歯科 〒651-2103 078-792-6400安藤　剛 安藤　剛 昭61. 7. 1歯   矯歯 診療所
     神戸市西区学園西町１丁目１３学常　勤:    1 現存
     園都市駅ビル３０３号 (歯       1) 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 290852,0034,2 小松歯科クリニック 〒651-2274 小松　大祐 小松　大祐 昭62. 1. 1歯   診療所
     神戸市西区竹の台４－１２－５ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 290952,0036,7 江崎歯科医院 〒651-2412 078-967-3200江崎　信彦 江崎　信彦 昭62. 6. 1歯   診療所
     神戸市西区竜が岡２丁目１０－１常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 291052,0038,3 金川歯科医院 〒651-2273 078-991-5699金川　修己 金川　修己 昭62.12. 1歯   診療所
     神戸市西区糀台３丁目２６－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 291152,0039,1 田中歯科クリニック 〒651-2273 078-991-5777田中　知樹 田中　知樹 昭62.12. 1歯   小歯 診療所
     神戸市西区糀台５丁目１０－２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29.12. 1
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 291252,0041,7 アキ歯科医院 〒651-2113 安藝　一成 安藝　一成 昭63. 6. 1歯   診療所
     神戸市西区伊川谷町有瀬１３１－常　勤:    1 現存
     １ネオコーポ明舞弐番館２０３号(歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 291352,0044,1 堀田歯科医院 〒651-2224 078-994-8598堀田　毅 堀田　毅 昭63. 8. 1歯   診療所
     神戸市西区秋葉台３丁目１０－９常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 291452,0047,4 浦野歯科医院 〒651-2102 078-792-4182浦野　雅彦 浦野　雅彦 平元.10. 1歯   小歯 診療所
     神戸市西区学園東町３丁目２－４常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 291552,0050,8 石山歯科医院 〒651-2135 078-927-1400石山　喜史 石山　喜史 平 2. 9. 1歯   矯歯 小歯診療所
     神戸市西区王塚台１丁目９４ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 291652,0052,4 藤盛歯科医院 〒651-2124 078-975-2880藤盛　眞澄 藤盛　眞澄 平 2.11. 1歯   診療所
     神戸市西区伊川谷町潤和天王１４常　勤:    1 現存
     ２０－１ (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 291752,0056,5 ふじわら歯科医院 〒651-2111 078-974-6811藤原　陽祐 藤原　陽祐 平 3. 5. 1歯   小歯 診療所
     神戸市西区池上２－３－９ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 291852,0057,3 たけなか歯科医院 〒651-2412 078-967-5717竹中　博 竹中　博 平 4. 5. 1歯   診療所
     神戸市西区竜が岡４丁目１８－１常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 291952,0060,7 高木歯科医院 〒651-2242 078-992-0787高木　憲司 高木　憲司 平 5. 5. 1歯   診療所
     神戸市西区井吹台東町１－１－１常　勤:    2 現存
     西神南センタービル３階 (歯       2) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 292052,0061,5 わたなべ歯科・小児歯〒651-2135 078-925-7168渡邉　典子 渡邉　典子 平 5. 5. 1歯   小歯 診療所
     科 神戸市西区王塚台６丁目６５ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 292152,0062,3 さつま歯科クリニック〒651-2412 078-967-5511薩摩　佳秀 薩摩　佳秀 平 5. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     神戸市西区竜が岡１丁目２１－１常　勤:    2 現存
     カナート西神戸２階 (歯       2) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 292252,0063,1 かまたに歯科 〒651-2313 078-965-3190鎌谷　良平 鎌谷　良平 平 5. 9. 1歯   矯歯 小歯診療所
     神戸市西区神出町田井２８８－１常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平29. 9. 1
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 292352,0068,0 山本歯科 〒651-2113 078-974-6489山本　卓也 山本　卓也 平 6. 7. 1歯   診療所
     神戸市西区伊川谷町有瀬３１－１常　勤:    1 現存
     ファルファーラ伊川谷１階 (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 292452,0071,4 ナガイ・デンタル・ク〒651-2144 078-921-0647永井　道夫 永井　道夫 平 7. 9. 1歯   矯歯 診療所
     リニック 神戸市西区玉津町小山字走り田２常　勤:    1 現存
     ５２－７ (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 292552,0074,8 久保歯科医院 〒651-2113 078-975-6480久保　雅則 久保　雅則 平 8.10. 1歯   診療所
     神戸市西区伊川谷町有瀬６２２－常　勤:    1 現存
     １０アベリエール大蔵１階 (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 292652,0075,5 西尾歯科医院 〒651-2113 078-976-8386西尾　元成 西尾　元成 平 8.11. 1歯   診療所
     神戸市西区伊川谷町有瀬２５６－常　勤:    1 現存
     ４ (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 292752,0082,1 幸田歯科医院 〒651-2102 078-797-0235幸田　起英 幸田　起英 平11. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     神戸市西区学園東町６丁目６－４常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 292852,0085,4 松野歯科 〒651-2277 078-963-2244松野　昌彦 松野　昌彦 平11.11. 1歯   診療所
     神戸市西区美賀多台３丁目１３－常　勤:    1 新規 現存
     ２ (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 292952,0087,0 松本歯科医院 〒651-2113 078-978-6543松本　泰典 松本　泰典 平12. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     神戸市西区伊川谷町有瀬８４２－常　勤:    1 新規 現存
     ６ (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 293052,0088,8 やまさき歯科・矯正歯〒651-2112 078-974-8041山﨑　隆 山﨑　隆 平12. 3. 1歯   矯歯 小歯診療所
     科 神戸市西区大津和２－１０－４ 常　勤:    2 交代 歯外 現存
     (歯       2) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 293152,0089,6 いぶき山田歯科医院 〒651-2242 078-996-9990山田　潔 山田　潔 平12. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     神戸市西区井吹台東町４丁目２０常　勤:    2 新規 歯外 現存
     番９ (歯       2) 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 293252,0091,2 豊後歯科クリニック 〒651-2242 078-993-6260豊後　孝敏 豊後　孝敏 平12. 4. 1歯   小歯 診療所
     神戸市西区井吹台東町５丁目１７常　勤:    1 新規 現存
     －２ (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 293352,0092,0 ありもと歯科医院 〒651-2211 078-998-3555有本　眞也 有本　眞也 平12. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     神戸市西区押部谷町栄３２９－１常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 293452,0093,8 いしだ歯科クリニック〒651-2144 078-929-9292石田　慎也 石田　慎也 平12. 7. 1歯   小歯 診療所
     神戸市西区小山１丁目３－２７テ常　勤:    1 新規 現存
     ィフビル２階 (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 293552,0095,3 滝本歯科医院 〒651-2136 078-921-8020滝本　幹 滝本　幹 平12.11. 1歯   診療所
     神戸市西区中野１丁目１－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 293652,0096,1 高瀬矯正歯科 〒651-2109 078-975-8214医療法人社団高瀬矯正髙瀬　哲也 平12.12. 1矯歯 診療所
     神戸市西区前開南町１丁目２－１常　勤:    2歯科　理事長　髙瀬　 組織変更 現存
     (歯       2)哲也 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 293752,0097,9 おだがみ歯科医院 〒651-2235 078-997-4525医療法人社団おだがみ小田上　孝司 平12.12. 1歯   小歯 診療所
     神戸市西区櫨谷町長谷３３６－１常　勤:    2歯科医院　理事長　小 組織変更 現存
     (歯       2)田上　孝司 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 293852,0099,5 藤田歯科クリニック 〒651-2275 078-997-8550藤田　邦夫 藤田　邦夫 平13.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     神戸市西区樫野台３丁目１２－８常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 293952,0101,9 ヘンミ歯科医院 〒651-2216 078-995-1515逸見　聖文 逸見　聖文 平13.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     神戸市西区美穂が丘４－１－４ 常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 294052,0104,3 おおた歯科医院 〒651-2116 078-976-0648太田　佳宏 太田　佳宏 平14.11. 1歯   小歯 診療所
     神戸市西区南別府４丁目３６８－常　勤:    2 新規 現存
     １和幸ビル２階 (歯       2) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 294152,0107,6 みき歯科医院 〒651-2243 078-990-2525三木　康夫 三木　康夫 平15.12. 1歯   小歯 診療所
     神戸市西区井吹台西町４丁目４の常　勤:    2 新規 現存
     ３ (歯       2) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 294252,0108,4 西垣歯科クリニック 〒651-2275 078-991-2567西垣　慶之 西垣　慶之 平16. 2. 1歯   小歯 診療所
     神戸市西区樫野台５丁目４－４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 294352,0110,0 たちばな歯科／矯正歯〒651-2144 078-921-0418橘　哲司 橘　哲司 平16. 4. 1歯外 歯   小歯診療所
     科 神戸市西区小山３丁目７－３ 常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
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 294452,0111,8 だいこく歯科医院 〒651-2254 078-961-6199大黒　博司 大黒　博司 平16. 4. 9歯   小歯 診療所
     神戸市西区平野町芝崎２６３番地常　勤:    1 交代 現存
     １ (歯       1) 平28. 4. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 294552,0112,6 むらおか歯科医院 〒651-2401 078-967-7737村岡　重忠 村岡　重忠 平16. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     神戸市西区岩岡町岩岡６３６－５常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 294652,0113,4 司馬歯科診療所 〒651-2111 078-978-0515司馬　雄 司馬　雄 平16.12. 1歯   小歯 診療所
     神戸市西区池上４丁目７－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 294752,0114,2 もりはな歯科クリニッ〒651-2129 078-975-8241森鼻　一浩 森鼻　一浩 平16.12. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ク 神戸市西区白水１丁目１番１号 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 294852,0116,7 神戸医療生活協同組合〒651-2109 078-978-6480神戸医療生活協同組合窪　高志 平17. 5. 1歯   小歯 診療所
     　生協なでしこ歯科 神戸市西区前開南町１丁目２－２常　勤:    6　理事長　道上哲也 新規 現存
     ５ (歯       6) 平29. 5. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 294952,0118,3 いちせ歯科 〒651-2103 078-795-4818一瀨　太作 一瀨　太作 平17. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     神戸市西区学園西町７－２－５グ常　勤:    1 新規 現存
     ランドオーク弐番館１Ｆ (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 295052,0119,1 こうだ歯科クリニック〒651-2273 078-991-1655幸田　康平 幸田　康平 平17. 9. 1歯   矯歯 小歯診療所
     神戸市西区糀台４丁目７番地５号常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 295152,0120,9 タムラ歯科クリニック〒651-2131 078-929-4180田村　猛 田村　猛 平18. 2. 1歯   小歯 診療所
     神戸市西区持子３－３持子ビル１常　勤:    1 新規 現存
     ０３・１０４ (歯       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 295252,0122,5 竹山矯正歯科 〒651-2273 078-991-5200竹山　彰宏 竹山　彰宏 平18. 9. 1矯歯 診療所
     神戸市西区糀台５丁目５－２－２常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 295352,0123,3 江本歯科医院 〒651-2211 078-994-0648医療法人社団　江本歯江本　寛 平18. 9. 1歯   診療所
     神戸市西区押部谷町栄１４１番１常　勤:    1科医院　理事長　江本 組織変更 現存
     (歯       1)　寛 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 295452,0124,1 ひだか矯正歯科クリニ〒651-2273 078-990-5505医療法人社団　ひだか日高　修 平19. 6. 1矯歯 診療所
     ック 神戸市西区糀台５－６－３神戸西常　勤:    1矯正歯科クリニック　 組織変更 現存
     神オリエンタルホテル５階 (歯       1)理事長　日高　修 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 295552,0125,8 なかた歯科クリニック〒651-2121 078-918-8143中田　隆三 中田　隆三 平19.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     神戸市西区水谷２丁目７－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 295652,0126,6 吉田歯科医院 〒651-2274 078-992-0648吉田　達也 吉田　達也 平19.11. 1歯   歯外 小歯診療所
     神戸市西区竹の台２丁目１８－３常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 295752,0127,4 山田歯科クリニック 〒651-2273 078-996-0303医療法人社団　ミドリ山田　知奈美 平20. 3. 6歯   診療所
     神戸市西区糀台５丁目９番地の４常　勤:    2会　理事長　山田　哲 移動 現存
     (歯       2)也 平26. 3. 6
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 295852,0128,2 吉江歯科クリニック 〒651-2243 078-992-4118吉江　健二 吉江　健二 平20. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     神戸市西区井吹台西町３丁目５－常　勤:    1 新規 歯外 現存
     ４ (歯       1) 平26. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 295952,0129,0 みつやま歯科医院 〒651-2113 078-976-5001光山　基秀 光山　基秀 平20. 7. 1歯   診療所
     神戸市西区伊川谷町有瀬１２８８常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 296052,0134,0 永井歯科医院 〒651-2129 078-976-9002永井　一郎 永井　一郎 平21. 6. 1歯   矯歯 小歯診療所
     神戸市西区白水１丁目１４－３５常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 296152,0135,7 よし歯科医院 〒651-2129 078-978-0640佐野　由明 佐野　由明 平21. 9. 1歯   小歯 診療所
     神戸市西区白水１丁目３８番７号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 296252,0136,5 スマイル歯科ふくなが〒651-2276 078-961-1827福永　圭祐 福永　圭祐 平21.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     クリニック 神戸市西区春日台３丁目３－２１常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平27.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 296352,0137,3 ホワイト歯科クリニッ〒651-2243 078-997-8143清水　邦明 清水　邦明 平21.11. 1歯   歯外 小歯診療所
     ク 神戸市西区井吹台西町１－１カイ常　勤:    1 新規 現存
     ンズホーム神戸西神南店 (歯       1) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 296452,0138,1 ひろ歯科クリニック 〒651-2111 078-976-4618溝口　洋 溝口　洋 平22. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     神戸市西区池上２丁目３９－１０常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 296552,0139,9 ひらいで歯科医院 〒651-2411 078-967-7799平出　滋 平出　滋 平22. 5. 1歯   診療所
     神戸市西区上新地２－２６－１７常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 296652,0141,5 しげた歯科 〒651-2211 078-945-6874繁田　真人 繁田　真人 平24. 1. 1歯   診療所
     神戸市西区押部谷町栄２５２番地常　勤:    1 新規 現存
     ２ (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 296752,0142,3 おち歯科クリニック 〒651-2111 078-975-6401越智　敏幸 越智　敏幸 平24. 1.27歯   矯歯 小歯診療所
     神戸市西区池上３－１－１エルア常　勤:    1 移動 現存
     ペリオ１Ｆ (歯       1) 平30. 1.27
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 296852,0143,1 ほんだ歯科クリニック〒651-2243 078-939-2727本多　毅 本多　毅 平24. 5. 1歯   歯外 小歯診療所
     神戸市西区井吹台西町３丁目１８常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     －９ (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 296952,0144,9 もりの歯科 〒651-2117 078-975-1620森野　与史緒 森野　与史緒 平24. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     神戸市西区北別府４丁目１４－６常　勤:    1 新規 現存
     ロイヤルメゾン１０２ (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 297052,0145,6 たんぽぽ歯科 〒651-2244 078-990-3008医療法人社団たんぽぽ水田　佑 平24. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     神戸市西区井吹台北町二丁目１７常　勤:    2歯科　理事長　水田　 新規 歯外 現存
     番１４ (歯       2)佑 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 297152,0146,4 ありせファミリー歯科〒651-2113 078-974-6480医療法人社団ありせフ同前　宏 平24. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     神戸市西区伊川谷町有瀬１４５５常　勤:    2ァミリー歯科　理事長 組織変更 歯外 現存
     －１ (歯       2)　同前　宏 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 297252,0147,2 森本歯科クリニック 〒651-2144 078-924-1182森本　健太 森本　健太 平24. 6. 1歯   小歯 診療所
     神戸市西区小山１丁目１－５．６常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 297352,0149,8 医療法人社団たくぼ歯〒651-2103 078-793-8418医療法人社団たくぼ歯田窪　一廣 平24. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     科クリニック 神戸市西区学園西町一丁目１番地常　勤:    1科クリニック　理事長 組織変更 歯外 現存
     ２ (歯       1)　田窪　一廣 平24. 7. 1
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 297452,0153,0 もりざね歯科クリニッ〒651-2276 078-995-8241森實　英雄 森實　英雄 平26. 6. 1歯   小歯 診療所
     ク 神戸市西区春日台５－７－１６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 297552,0155,5 こうべ政宗デンタルク〒651-2122 078-918-3555医療法人　鳳珠会　理佐藤　幸司 平26. 9. 1歯   歯外 小歯診療所
     リニック 神戸市西区玉津町高津橋２６２－常　勤:    2事長　正井　佑典 その他 矯歯 現存
     ５ (歯       2) 平26. 9. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 297652,0156,3 クローバーデンタルク〒651-2273 078-997-4698渡邊　成恵 渡邊　成恵 平26.11. 1歯   小歯 診療所
     リニック 神戸市西区糀台５丁目５番地の２常　勤:    1 新規 現存
     ２－２０２号室 (歯       1) 平26.11. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 297752,0157,1 山田歯科医院 〒651-2103 078-794-4180医療法人社団　山田歯山田　功 平27. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     神戸市西区学園西町５丁目２番地常　勤:    2科医院　理事長　山田 組織変更 歯外 現存
     の２ (歯       2)　功 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 297852,0158,9 アイリス歯科クリニッ〒651-2122 078-917-8118飯村　健太郎 飯村　健太郎 平27.11. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ク 神戸市西区玉津町高津橋１７４－常　勤:    1 新規 歯外 現存
     ２ (歯       1) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 297952,0159,7 西神中央ファミリー歯〒651-2272 078-990-4618大道寺　尚 大道寺　尚 平28. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     科 神戸市西区狩場台３丁目９－５ 常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 298052,0160,5 よしかわ歯科医院 〒651-2124 078-977-0788医療法人社団　よしか吉川　朋宏 平28. 4. 1歯   歯外 小歯診療所
     神戸市西区伊川谷町潤和７１１番常　勤:    1わ歯科医院　理事長　 組織変更 矯歯 現存
     ４ (歯       1)吉川　朋宏 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 298152,0161,3 神戸西歯科クリニック〒651-2111 078-974-7575髙寺　和也 髙寺　和也 平28. 7. 1歯   小歯 診療所
     神戸市西区池上２－３０－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 298252,0162,1 たかしデンタルクリニ〒651-2133 078-922-9422医療法人　隆盛会　理山田　隆史 平28. 5.30歯   診療所
     ック 神戸市西区枝吉４丁目５番地 常　勤:    1事長　山田　隆史 移動 現存
     (歯       1) 平28. 5.30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 298352,0163,9 丸橋歯科医院 〒651-2273 078-990-1880医療法人社団丸橋歯科丸橋　祥人 平29. 1. 5歯   小歯 歯外診療所
     神戸市西区糀台５丁目６－３西神常　勤:    1医院　理事長　丸橋　 移動 現存
     オリエンタルホテル (歯       1)祥人 平29. 1. 5
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 298452,0165,4 ひろた歯科クリニック〒651-2242 078-990-4182廣田　晃一 廣田　晃一 平29. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     神戸市西区井吹台東町４－２－６常　勤:    2 新規 矯歯 現存
     (歯       2) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 298552,0166,2 西神南ファミリー歯科〒651-2243 078-990-5454医療法人社団オハナ会上路　直弘 平29. 8. 1歯   小歯 矯歯診療所
     神戸市西区井吹台西町３丁目４番常　勤:    1　理事長　上路　亜由 新規 歯外 現存
     １２号 (歯       1)美 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 298652,0167,0 ヒダカ歯科クリニック〒651-2121 078-995-8586日髙　竜宏 日髙　竜宏 平30. 4. 1歯   歯外 小歯診療所
     神戸市西区水谷２丁目２３－５５常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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    101,0386,7 一般財団法人甲南会　〒658-0032 078-858-1111一般財団法人甲南会　濵辺　豊 平 4. 4. 1一般       302病院
     (01,0179,2) 六甲アイランド甲南病神戸市東灘区向洋町中２丁目１１常　勤:   70代表理事　平生　誠三 内   神内 外  現存
     院 (医      65) 平28. 4. 1呼外 小   眼  
     (歯       5) 産婦 耳い 放  
     非常勤:   30 整外 皮   ひ  
     (医      29) 精   形外 脳外
     (歯       1) リハ 心外 麻  
     歯外 
     消化器内科　循
     環器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201,0599,5 六甲福祉会メンタルク〒658-0027 078-435-1515社会福祉法人六甲福祉達田　智恵 平21. 9. 1精   心内 歯  診療所
     (01,0324,4) リニック 神戸市東灘区青木６丁目６－１１常　勤:    3会　理事長　岸本　亮 新規 現存
     井上ビル３Ｆ (医       3) 平27. 9. 1
     非常勤:    9
     (医       6)
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    302,0047,3 鈴田医院 〒657-0059 078-861-4962鈴田　循子 鈴田　循子 昭35.10.17内   小   眼  診療所
     (02,0231,9) 神戸市灘区篠原南町３丁目７－１常　勤:    3 歯   小歯 現存
     ３ (医       2) 平29.10.17
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    405,0012,0 三菱神戸病院 〒652-0863 078-671-7705三菱重工業株式会社　佐々木　順子 昭35. 8. 1一般       188病院
     (05,0009,2) 神戸市兵庫区和田宮通６丁目１－常　勤:   34常務執行役員神戸造船 内   心内 外  現存
     ３４ (医      31)所長　船戸　崇 平29. 8. 1整外 形外 皮  
     (歯       3) ひ   婦   眼  
     非常勤:    1 耳い リハ 放  
     (医       1) 歯外 麻   
     ②呼内③循内④
     消内⑤腎内⑦緩
     和ケア内⑨消外
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    505,0040,1 医療法人　川崎病院 〒652-0042 078-511-3131医療法人　川崎病院　中村　正 昭32.10.17一般       278病院
     (05,0076,1) 神戸市兵庫区東山町３丁目３－１常　勤:   48理事長　田中　二郎 内   外   整外現存
     (医      45) 平29.10.17ひ   婦   眼  
     (歯       3) 耳い 放   麻  
     非常勤:   38 歯外 皮   形外
     (医      37) 臨床 
     (歯       1) 糖分内　血腫内
     　腎内　消内　
     循内　肛外　救
     急　血外
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    605,0635,8 公益財団法人兵庫県健〒652-0032 078-579-1300公益財団法人兵庫県健熊谷　仁人 平13. 4. 1内   放   消  診療所
     (05,0278,3) 康財団保健検診センタ神戸市兵庫区荒田町２丁目１－１常　勤:    5康財団　理事長　太田 移動 循   呼   歯  現存
     ー ２ (医       5)　稔明 平25. 4. 1外   婦   
     非常勤:    6
     (医       5)
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    706,0613,3 神戸市立医療センター〒653-0013 078-576-5251地方独立行政法人神戸有井　滋樹 平21. 4. 1一般 病院
     (06,0260,9) 西市民病院 神戸市長田区一番町２丁目４番地常　勤:   90市民病院機構　理事長 交代     一般   358現存
     (医      87)　橋本　信夫 平27. 4. 1内   呼内 他  
     (歯       3) 神内 小   外  
     非常勤:   34 呼外 整外 皮  
     (医      33) ひ   産婦 眼  
     (歯       1) 耳い 放   歯外
     麻   精   リハ
     リウ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    807,0433,4 アキヨシメディカルク〒654-0011 078-733-6600医療法人社団　アキヨ鄒　喨光 平26. 2. 1整外 リハ 歯  診療所
     (07,0202,9) リニック 神戸市須磨区前池町３丁目３－１常　勤:    2シメディカルクリニッ 組織変更 漢方内科　循環現存
     (医       1)ク　理事長　鄒　喨光 平26. 2. 1器内科
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    907,0444,1 新須磨病院 〒654-0048 078-735-0001医療法人社団慈恵会　澤田　勝寛 平27. 9.23一般       147病院
     (07,0205,2) 神戸市須磨区衣掛町３丁目１番１常　勤:   40理事長　澤田　勝寛 移動 内   外   脳外現存
     ４号 (医      37) 平27. 9.23整外 形外 ひ  
     (歯       3) 皮   婦   眼  
     非常勤:   56 耳い 神内 心内
     (医      56) 歯   歯外 麻  
     リハ 放   心外
     循環器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1008,0430,8 医療法人社団菫会名谷〒655-0852 078-793-7788医療法人社団菫会　理高橋　良典 平13.12. 1一般 病院
     (08,0227,4) 病院 神戸市垂水区名谷町字梨原２３５常　勤:    8事長　前田　章 新規     一般    60現存
     ０－２ (医       7) 平25.12. 1療養
     (歯       1)     療養    52
     非常勤:   26 外   整外 内  
     (医      26) 放   リハ 歯  
     小歯 ひ   脳外
     消化器内科、循
     環器内科、糖尿
     病内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   1108,0466,2 すすむ会クリニック 〒655-0854 078-752-8811医療法人社団すすむ会緒方　正和 平17. 8. 1一般 診療所
     (08,0240,7) 神戸市垂水区桃山台５丁目１１１常　勤:    2　理事長　佐野　隆 新規     一般     9現存
     ６－１６ (医       1) 平29. 8. 1内   外   歯  
     (歯       1)
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1209,0018,9 医療法人　明和病院 〒663-8186 0798-47-1767医療法人　明和病院　山中　若樹 昭35.10.17一般       357病院
     (09,0082,1) 西宮市上鳴尾町４－３１ 常　勤:   84理事長　山中　若樹 内   呼内 外  現存
     (医      82) 平29.10.17呼外 整外 リハ
     (歯       2) 皮   形外 ひ  
     非常勤:   86 小   耳い 眼  
     (医      86) 産婦 放   麻  
     歯   歯外 
     他基本画面有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1309,0372,0 西宮すなご医療福祉セ〒663-8131 0798-47-4477社会福祉法人甲山福祉田中　勝治 昭42. 4. 1一般       180病院
     (09,0186,0) ンター 西宮市武庫川町２番９号 常　勤:    9センター　理事長　服 小   内   整外現存
     (医       9)部　英司 平30. 4. 1精   リハ 放  
     非常勤:    5 歯   
     (医       4) 神経小児科
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1409,0457,9 兵庫医科大学病院 〒663-8131 0798-45-6111学校法人　兵庫医科大難波　光義 昭60.11. 1一般       919特定機能
     (09,0324,7) 西宮市武庫川町１－１ 常　勤:  569学　理事長　新家　荘 精神        44病院
     (医     544)平 平24.11. 1内   精   呼  現存
     (歯      25) 消   循   小  
     非常勤:  309 外   整外 形外
     (医     296) 脳外 呼外 心外
     (歯      13) 小外 皮   産婦
     眼   耳い ひ  
     リハ 放   麻  
     リウ 歯   歯外
     神内 美外 アレ
     他   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1509,0634,3 阪神福祉センター診療〒651-1412 078-903-1667社会福祉法人　阪神福一色　弘 昭58.10. 1内   精   歯  診療所
     (09,0357,7) 所 西宮市山口町下山口１６５０番２常　勤:    2祉事業団　理事長　森 現存
     ８ (医       1)　進 平28.10. 1
     (歯       1)
     非常勤:    6
     (医       5)
     (歯       1)
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   1609,0646,7 医療法人社団アガペ会〒662-0001 0798-73-5111医療法人社団アガペ会大鶴　昇 昭59.12.12一般        48病院
     (09,0377,5) 　アガペ甲山病院 西宮市甲山町５３－４ 常　勤:    4　理事長　大鶴　昇 療養       154現存
     (医       4) 平29.12.12内   外   整外
     非常勤:   12 皮   眼   リハ
     (医      11) 放   歯   精  
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1709,0745,7 仁明会病院 〒662-0001 0798-71-3001一般財団法人仁明会　森村　安史 平 2. 3. 1精神       310病院
     (09,0408,8) 西宮市甲山町５３－２０ 常　勤:   13理事長　森村　安史 内   精   神内現存
     (医      12) 平29. 3. 1皮   歯   
     (歯       1)
     非常勤:   12
     (医       8)
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1809,0181,5 関西学院保健館 〒662-0891 0798-54-6023学校法人　関西学院　久保田　稔 昭35.11. 1内   精   心内診療所
     (09,0425,2) 西宮市上ケ原１番町１番１５５号常　勤:    2理事長　宮原　明 皮   耳い 眼  現存
     (医       2) 平29.11. 1歯   
     非常勤:   16
     (医      14)
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1909,0842,2 上ケ原病院 〒662-0884 0798-52-2001医療法人財団樹徳会　大江　与喜子 平 6. 5. 1一般       100病院
     (09,0453,4) 西宮市上ケ原十番町１－８５ 常　勤:   13理事長　大江　与喜子 療養        24現存
     (医      13) 平30. 5. 1内   神内 小  
     非常勤:   38 外   整外 リハ
     (医      30) リウ 消   眼  
     (歯       8) 歯外 麻   精  
     他   放   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2011,0203,3 宝塚市国民健康保険診〒669-1211 0797-91-1230宝塚市長　中川　智子桃原　悟 平元. 4. 1内   歯   歯外診療所
     (11,0132,0) 療所 宝塚市大原野字南穴虫１－８５ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   2111,0177,9 宝塚市立病院 〒665-0827 0797-87-1161宝塚市長　中川　智子今中　秀光 昭59. 5. 1一般       436病院
     (11,0185,8) 宝塚市小浜４丁目５－１ 常　勤:   65 内   呼内 心内現存
     (医      62) 平29. 5. 1外   呼外 心外
     (歯       3) 脳外 整外 形外
     非常勤:   17 リウ 小   皮  
     (医      16) ひ   産婦 眼  
     (歯       1) 耳い リハ 歯外
     麻   病理 
     消内循内腫内腎
     内血内緩ケ内救
     急糖内放診放治
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2211,0449,2 晋栄福祉会診療所 〒665-0877 0797-82-0201社会福祉法人　晋栄福牧野　香映 平23. 5. 1内   歯   診療所
     (11,0258,3) 宝塚市中山桜台１丁目７番１号 常　勤:    1祉会　理事長　濵田　 新規 現存
     (医       1)和則 平29. 5. 1
     非常勤:    7
     (医       5)
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2312,0051,4 医療法人山西会　宝塚〒669-1537 0795-63-4871医療法人　山西会　理山西　行徳 昭55. 5. 1精神       681病院
     (12,0036,1) 三田病院 三田市西山２丁目２２－１０ 常　勤:   25事長　山西　行徳 精   神   歯  現存
     (医      25) 平28. 5. 1
     非常勤:   29
     (医      25)
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2412,0083,7 社会福祉法人枚方療育〒669-1357 079-568-4103社会福祉法人　枚方療服部　益治 平 4. 8. 1精神       300病院
     (12,0096,5) 園　医療福祉センター三田市東本庄１１８８ 常　勤:    6育園　理事長　山西　 精   小   内  現存
     さくら (医       5)博道 平28. 8. 1リハ 歯   
     (歯       1)
     非常勤:   50
     (医      47)
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2513,0046,2 柏原赤十字病院 〒669-3309 0795-72-0555日本赤十字社　社長　足立　和秀 昭35.11. 1一般        95病院
     (13,0023,7) 丹波市柏原町柏原２５９－１ 常　勤:    8近衞　忠煇 一般（感染） 現存
     (医       7) 平29.11. 1             4
     (歯       1) 内   小   外  
     非常勤:   51 整外 呼   眼  
     (医      48) リハ 放   歯外
     (歯       3) 消   婦   脳外
     他   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   2613,0001,7 兵庫県立　柏原病院 〒669-3309 0795-72-0524兵庫県知事　井戸　敏秋田　穂束 昭35. 7. 1一般       303病院
     (13,0025,2) 丹波市柏原町柏原５２０８－１ 常　勤:   37三 内   呼内 外  現存
     (医      37) 平29. 7. 1脳外 整外 小  
     非常勤:   70 皮   ひ   産婦
     (医      63) 眼   耳い リハ
     (歯       7) 放   麻   歯  
     消化器内科　循
     環器内科　救急
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2714,0071,8 岡本病院 〒669-2202 079-594-1616医療法人社団　紀洋会余田　洋右 平 3. 7. 1一般        94病院
     (14,0045,8) 篠山市東吹１０１５番１ 常　勤:   16　理事長　岡本　のぶ 療養        92現存
     (医      15)子 平24. 7. 1内   外   整外
     (歯       1) 眼   皮   脳外
     非常勤:   26 ひ   放   リハ
     (医      26) 耳い 心内 精  
     歯外 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2815,0135,8 兵庫県立淡路医療セン〒656-0021 0799-22-1200兵庫県知事　井戸　敏小山　隆司 平25. 5. 1一般       377地域支援
     (15,0071,1) ター 洲本市塩屋１丁目１番１３７号 常　勤:  114三 移動 精神        45病院
     (医     111) 平25. 5. 1結核        15現存
     (歯       3) 一般（感染）
     非常勤:    2              4
     (医       2) 内   呼内 神内
     外   呼外 心外
     脳外 整外 形外
     精   小   皮  
     ひ   産婦 眼  
     耳い リハ 放  
     麻   歯   歯外
     循内　消内　血
     内　病理診断　
     救急
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2916,0112,5 医療法人社団順心会　〒656-2156 0799-62-7501医療法人社団　順心会松井　祥治 平10. 7. 1一般        60病院
     (16,0076,8) 順心淡路病院 淡路市大町下６６－１ 常　勤:    5　理事長　栗原　英治 新規 療養       112現存
     (医       5) 平28. 7. 1内   外   整外
     非常勤:   26 脳外 皮   リハ
     (医      25) 放   歯外 他  
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   3018,0088,3 西脇市立西脇病院 〒677-0043 0795-22-0111西脇市長　片山　象三岩井　正秀 平17.10. 1一般       320病院
     (18,0038,4) 西脇市下戸田６５２番地の１ 常　勤:   52 交代 内   精   神内現存
     (医      50) 平29.10. 1呼内 小   外  
     (歯       2) 整外 脳外 皮  
     非常勤:  114 ひ   産婦 眼  
     (医     114) 耳い リハ 放  
     麻   歯   歯外
     消化器内科　循
     環器内科　血液
     内科　乳腺外科
     　病理診
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3119,0101,2 北播磨総合医療センタ〒675-1392 0794-88-8800北播磨総合医療センタ横野　浩一 平25.10. 1一般       450病院
     (19,0051,5) ー 小野市市場町９２６番地の２５０常　勤:  133ー企業団　企業長 その他 内   呼内 脳内現存
     (医     131) 平25.10. 1リウ 小   皮  
     (歯       2) 精   外   呼外
     非常勤:   93 心外 整外 脳外
     (医      93) リハ 眼   ひ  
     産婦 形外 麻  
     病理 歯外 
     老内糖内循内消
     内血腫内腎内ペ
     内緩内放診放治
     消外
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3219,0102,0 栄宏会小野病院 〒675-1316 0794-62-9900医療法人社団　栄宏会戸田　誠 平26. 4. 1一般       103病院
     (19,0052,3) 小野市天神町９７３番 常　勤:   10　理事長　土井　直 その他 内   呼内 外  現存
     (医      10) 平26. 4. 1脳外 整外 リハ
     非常勤:   30 小   歯   神内
     (医      26) ひ   
     (歯       4) 糖尿病内科　消
     化器内科　消化
     器外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3319,0105,3 兵庫あおの病院 〒675-1327 0794-62-5533独立行政法人国立病院浅香　隆久 平27. 8.30一般       250病院
     (19,0053,1) 小野市市場町９２６番地の４５３常　勤:    8機構　理事長　楠岡　 移動 内   神内 呼内現存
     (医       8)英雄 平27. 8.30小   外   整外
     非常勤:   60 小外 皮   耳い
     (医      58) リハ 放   形外
     (歯       2) 歯   
     ④循環器内科⑬
     緩和ケア科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   3420,0315,6 兵庫県立がんセンター〒673-0021 078-929-1151兵庫県知事　井戸　敏吉村　雅裕 昭59. 5.22一般       400病院
     (20,0162,8) 明石市北王子町１３－７０ 常　勤:  112三 呼   消   循  現存
     (医     108) 平29. 5.22他   呼外 脳外
     (歯       4) 整外 形外 精  
     非常勤:    9 皮   ひ   婦  
     (医       9) 放   麻   歯外
     リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3520,0461,8 明石土山病院 〒674-0074 078-942-1021医療法人社団正仁会　太田　正幸 平 8. 9. 1精神       403病院
     (20,0240,2) 明石市魚住町清水２７４４－３０常　勤:   10理事長　太田　正幸 精   心内 循  現存
     (医      10) 平29. 9. 1歯   
     非常勤:   10
     (医       8)
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3620,0311,5 医療法人双葉会　西江〒674-0065 078-947-5311医療法人双葉会　西江藤原　仁志 昭58.12. 1一般        58病院
     (20,0305,3) 井島病院 明石市大久保町西島６５３ 常　勤:    7井島病院　理事長　土 療養        60現存
     (医       7)井　直 平28.12. 1内   神内 外  
     非常勤:   34 整外 リハ 脳外
     (医      29) 歯   皮   小  
     (歯       5) ひ   
     胃腸内科　胃腸
     外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3721,0182,8 三菱日立パワーシステ〒676-0008 079-445-6185三菱日立パワーシステ髙原　香 平26. 3. 1内   外   精  診療所
     (21,0108,9) ムズ高砂健康管理セン高砂市荒井町新浜２丁目１番１号常　勤:    3ムズ株式会社　執行役 その他 歯   現存
     ター (医       2)員　高砂工場地域統括 平26. 3. 1
     (歯       1)　東澤　隆司
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3822,0226,1 医療法人社団　順心会〒675-0005 0794-38-2200医療法人社団　順心会小畑　好伸 昭62.10. 1療養       180病院
     (22,0119,4) 　順心リハビリテーシ加古川市神野町石守１６３２ 常　勤:    8　理事長　栗原　英治 内   神内 循  現存
     ョン病院 (医       8) 平29.10. 1整外 皮   放  
     非常勤:   20 リハ 歯外 
     (医      16)
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



 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　歯科併設　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成     9 頁

   3922,0474,7 加古川中央市民病院 〒675-8611 079-451-5500地方独立行政法人　加大西　祥男 平28. 7. 1一般       600病院
     (22,0267,1) 加古川市加古川町本町４３９番地常　勤:  201古川市民病院機構　理 その他 内   呼内 リウ現存
     (医     196)事長　大西　祥男 平28. 7. 1神内 小   外  
     (歯       5) 心外 呼外 小外
     非常勤:   63 整外 形外 リハ
     (医      55) 眼   耳い 皮  
     (歯       8) 産婦 ひ   脳外
     放   麻   歯外
     病理 
     消内循内糖代内
     腎内腫血内消外
     乳外精神経救急
     　
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4023,0029,7 医療法人樹光会大村病〒673-0404 0794-82-1132医療法人樹光会大村病山下　雅也 昭39.11. 1精神       445病院
     (23,0017,8) 院 三木市大村２００番地 常　勤:    7院　理事長　森村　安 精   神   歯  現存
     (医       7)史 平24.11. 1
     非常勤:   12
     (医      11)
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4123,0127,9 ときわ病院 〒673-0541 0794-85-2304医療法人社団　関田会中川　雅史 平10. 9. 1一般        84病院
     (23,0081,4) 三木市志染町広野５丁目２７１番常　勤:   17　ときわ病院　理事長 その他 療養       104現存
     地 (医      14)　関田　幹雄 平28. 9. 1内   神内 外  
     (歯       3) こう 整外 脳外
     非常勤:   21 リハ 歯   歯外
     (医      20) 精   麻   放  
     (歯       1) 消内　消外　内
     視鏡外　乳腺外
     科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4228,0049,4 医療法人社団友愛会　〒675-1121 079-492-0278医療法人社団　友愛会南川　博康 平10.11. 1精神       358病院
     (28,0044,1) 播磨サナトリウム 加古郡稲美町北山１２６４番地 常　勤:    9　播磨サナトリウム　 組織変更 精   神   歯  現存
     (医       9)理事長　山西　博道 平28.11. 1
     非常勤:   20
     (医      19)
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   4330,0019,3 独立行政法人労働者健〒660-0064 06-6416-1221独立行政法人労働者健林　紀夫 昭35. 8. 1一般       642病院
     (30,0006,6) 康安全機構関西労災病尼崎市稲葉荘３丁目１－６９ 常　勤:  177康安全機構　理事長　 内   神内 外  現存
     院 (医     175)有賀　徹 平29. 8. 1呼外 心外 脳外
     (歯       2) 整外 形外 精  
     非常勤:  152 小   皮   ひ  
     (医     151) 産婦 眼   耳い
     (歯       1) リハ 放   病理
     麻   歯   歯外
     消内　循内　腫
     内　頭頸部外　
     消外　乳外　放
     治　放診
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4430,0268,6 社会医療法人　中央会〒661-0976 06-6499-3045社会医療法人中央会　伊福　秀貴 昭35.11. 1一般       189病院
     (30,0523,0) 　尼崎中央病院 尼崎市潮江１丁目１２－１ 常　勤:   44理事長　吉田　純一 療養       120現存
     (医      41) 平29.11. 1内   呼内 神内
     (歯       3) 心内 リウ 外  
     非常勤:  156 脳外 心外 整外
     (医     152) 皮   形外 眼  
     (歯       4) 耳い ひ   婦  
     呼外 リハ 放  
     麻   歯   歯外
     消内　循内　血
     内　糖内　消外
     　肛外　乳外　
     病診
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4530,2409,4 安藤病院 〒660-0892 06-6482-2922医療法人社団　智聖会北浦　達也 平16.12. 1一般 病院
     (30,0640,2) 尼崎市東難波町５丁目１９番１６常　勤:    5　理事長　北浦　奈由 組織変更     一般   102現存
     号 (医       4) 平28.12. 1療養
     (歯       1)     療養    51
     非常勤:   20 内   外   整外
     (医      20) 脳外 皮   ひ  
     放   リハ 歯  
     歯外 眼   麻  
     胃腸内科　胃腸
     外科　肛門外科
     　消化器外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   4630,2629,7 兵庫県立尼崎総合医療〒660-8550 06-6480-7000兵庫県知事　井戸　敏平家　俊男 平27. 7. 1一般 病院
     (30,0752,5) センター 尼崎市東難波町２丁目１７番７７常　勤:  228三 その他     一般   714現存
     号 (医     225) 平27. 7. 1一般
     (歯       3)     感染     8
     非常勤:  151 一般
     (医     146)     精神     8
     (歯       5) 内   呼内 神内
     心内 精   リウ
     アレ 外   呼外
     心外 脳外 整外
     リハ 形外 皮  
     耳い ひ   産婦
     眼   麻   歯外
     小   小外 病理
     他   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4731,0114,0 正愛病院 〒666-0024 0727-58-5821藤島　恒治 藤島　恒治 昭60. 6. 1一般        55病院
     (31,0152,6) 川西市久代２丁目５－３４ 常　勤:    5 療養        44現存
     (医       4) 平30. 6. 1内   外   整外
     (歯       1) 脳外 リハ 放  
     非常勤:   18 麻   歯   歯外
     (医      18)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4831,0279,1 自衛隊阪神病院 〒666-0024 072-782-0001防衛大臣　小野寺　五三丸　敦洋 平23. 4. 1一般 病院
     (31,0155,9) 川西市久代４丁目１番５０号 常　勤:   23典 新規     一般   176現存
     (医      20) 平29. 4. 1精神
     (歯       3)     精神    24
     非常勤:   24 内   外   整外
     (医      22) 精   小   皮  
     (歯       2) ひ   産婦 眼  
     耳い リハ 放  
     麻   歯   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4933,0011,4 公立学校共済組合近畿〒664-0872 072-781-3712公立学校共済組合　理有田　憲生 昭35.10.17一般       445病院
     (33,0018,5) 中央病院 伊丹市車塚３丁目１ 常　勤:   94事長　金森　越哉 内   精   神内現存
     (医      90) 平29.10.17小   外   整外
     (歯       4) 形外 脳外 皮  
     非常勤:   66 ひ   産婦 眼  
     (医      66) 耳い リハ 放  
     病理 麻   歯  
     歯外 
     ③循環器内科　
     消化器外科
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   5033,0208,6 市立伊丹病院 〒664-8540 0727-77-3773伊丹市長　藤原　保幸中田　精三 昭58. 5. 4一般       414病院
     (33,0116,7) 伊丹市昆陽池１丁目１００ 常　勤:   87 内   呼内 心内現存
     (医      85) 平28. 5. 4外   呼外 脳外
     (歯       2) 小外 整外 形外
     非常勤:   45 精   小   皮  
     (医      44) ひ   産婦 眼  
     (歯       1) 耳い リハ 病理
     歯外 麻   
     消内循内血内糖
     内必代内老内ア
     レ疾リウ乳外放
     診放治　
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5134,0106,0 公立神崎総合病院 〒679-2414 0790-32-1331神河町長　山名　宗悟宮原　誠二 平18. 4. 1一般 総合病院
     (34,0052,2) 神崎郡神河町粟賀町３８５番地 常　勤:   21 交代     一般   149現存
     (医      20) 平30. 4. 1内   循   呼  
     (歯       1) 外   胃   こう
     非常勤:   28 整外 リハ 眼  
     (医      28) 耳い 産婦 小  
     神   歯   精  
     心内 麻   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5234,0081,5 たずみ内科歯科 〒679-2323 0790-26-2431医療法人社団　田隅医田隅　和宏 平 3. 5. 1内   歯   診療所
     (34,0061,3) 神崎郡市川町甘地８０４－１２ 常　勤:    2院　理事長　田隅　和 現存
     (医       1)宏 平30. 5. 1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5336,0096,8 兵庫県立リハビリテー〒679-5165 0791-58-1050社会福祉法人兵庫県社加藤　順一 平18. 7. 1一般 病院
     (36,0045,1) ション西播磨病院 たつの市新宮町光都１丁目７番１常　勤:   11会福祉事業団　兵庫県 新規     一般   100現存
     号 (医      11)知事　井戸　敏三 平24. 7. 1内   循   神内
     非常勤:   14 整外 精   リウ
     (医      13) ひ   眼   リハ
     (歯       1) 歯   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   5436,0094,3 たつの市民病院 〒671-1311 07932-2-1121たつの市長　山本　実三村　令児 平17.10. 1一般 病院
     (36,0054,3) たつの市御津町中島１６６６番地常　勤:    9 交代     一般   120現存
     １ (医       9) 平29.10. 1内   呼内 外  
     非常勤:   45 脳外 整外 麻  
     (医      44) リハ 小   眼  
     (歯       1) 精   歯   皮  
     形外 ひ   
     消化器内科　循
     環器内科　糖尿
     病内科　老年精
     神科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5537,0030,5 医療法人社団一葉会　〒679-5301 0790-82-2321医療法人社団一葉会佐市川　博康 昭43. 2. 1一般        90病院
     (37,0014,5) 佐用共立病院 佐用郡佐用町佐用１１１１ 常　勤:    8用共立病院　理事長　 内   心内 小  現存
     (医       7)森　光樹 平28. 2. 1外   整外 脳外
     (歯       1) 皮   ひ   婦  
     非常勤:   56 眼   耳い リハ
     (医      50) 歯   矯歯 
     (歯       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5637,0045,3 尾﨑病院 〒679-5225 0790-77-0221尾﨑　公彦 尾﨑　公彦 平22. 6. 1療養        76病院
     (37,0027,7) 佐用郡佐用町上三河１４１－４ 常　勤:    3 交代 内   外   歯  現存
     (医       2) 平28. 6. 1歯外 小歯 
     (歯       1)
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5740,0277,6 姫路聖マリア病院 〒670-0801 079-265-5111社会医療法人財団聖フ塩田　雄太郎 昭37. 8. 1一般       440病院
     (40,0476,0) 姫路市仁豊野６５０ 常　勤:   70ランシスコ会　理事長 内   呼内 神内現存
     (医      69)　古川　正子 平28. 8. 1外   小外 整外
     (歯       1) 小   皮   ひ  
     非常勤:   62 産婦 眼   耳い
     (医      60) リハ 放   麻  
     (歯       2) 歯   他   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   5840,0903,7 姫路赤十字病院 〒670-8540 079-294-2251日本赤十字社　社長　佐藤　四三 平13.11. 1一般       549病院
     (40,0568,4) 姫路市下手野１丁目１２－１ 常　勤:  203近衞　忠煇 移動 一般（感染） 現存
     (医     193) 平25.11. 1             6
     (歯      10) 内   呼内 小  
     小外 外   呼外
     心外 整外 形外
     脳外 皮   ひ  
     産婦 眼   耳い
     リハ 麻   歯  
     歯外 病理 臨床
     他   
     ②消内③血腫内
     　肝内　腎内　
     糖内　緩ケ内　
     化療内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5940,0498,8 医療法人恵風会高岡病〒670-0061 079-293-3315医療法人　恵風会　理長尾　卓夫 昭52. 5. 1精神       485病院
     (40,0628,6) 院 姫路市西今宿５丁目３－８ 常　勤:   23事長　長尾　卓夫 療養        50現存
     (医      22) 平28. 5. 1精   神内 心内
     (歯       1) 内   歯   
     非常勤:   13
     (医      12)
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6041,0053,9 医療法人味木会　太子〒671-1561 079-277-1616医療法人　味木会　理味木　勝一 昭44.11. 1一般        41病院
     (41,0017,0) 病院 揖保郡太子町鵤３８７ 常　勤:    7事長　味木　浩 療養        91現存
     (医       4) 平29.11. 1内   胃   外  
     (歯       3) 整外 リハ 放  
     非常勤:   18 麻   歯   歯外
     (医      16)
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6142,0078,4 魚橋病院 〒678-0081 0791-28-1395医療法人社団　魚橋会魚橋　哲夫 平19. 5. 1一般 病院
     (42,0055,8) 相生市若狭野町若狭野２３５－２常　勤:   13　理事長　魚橋　武司 組織変更     一般    20現存
     ６ (医      12) 平25. 5. 1療養
     (歯       1)     療養    43
     非常勤:   15 精神
     (医      14)     精神   311
     (歯       1) 内   精   神内
     循   呼   皮  
     リハ 歯   小歯
     歯外 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   6243,0061,8 医療法人伯鳳会　赤穂〒678-0241 0791-45-1111医療法人伯鳳会　理事長尾　俊彦 昭45. 5. 1一般       265病院
     (43,0032,5) 中央病院 赤穂市惣門町５２－６ 常　勤:   26長　古城　資久 内   外   心外現存
     (医      26) 平30. 5. 1整外 脳外 産婦
     非常勤:   50 小   アレ ひ  
     (医      46) 皮   眼   耳い
     (歯       4) リハ 神内 精  
     放   麻   歯外
     矯歯 形外 呼外
     呼内 
     循環器内科　消
     化器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6343,0095,6 赤穂市民病院 〒678-0232 0791-43-3222赤穂市長　明石　元秀藤井　隆 平10. 2.11一般       392病院
     (43,0042,4) 赤穂市中広１０９０番地 常　勤:   53 移動 一般（感染） 現存
     (医      51) 平28. 2.11             4
     (歯       2) 内   呼   心外
     非常勤:   39 外   小   眼  
     (医      36) 脳外 整外 産婦
     (歯       3) 皮   形外 耳い
     ひ   放   麻  
     歯外 精   心内
     消化器外科　循
     環器科　消化器
     内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6443,0113,7 医療法人伯鳳会　赤穂〒678-0239 0791-45-1111医療法人伯鳳会　理事西岡　聖 平19. 4. 1療養 病院
     (43,0045,7) はくほう会病院 赤穂市加里屋字新町９９番地 常　勤:    7長　古城　資久 移動     療養    33現存
     (医       3) 平25. 4. 1内   外   心外
     (歯       4) 整外 脳外 神内
     非常勤:   73 精   小   ひ  
     (医      70) 耳い 眼   皮  
     (歯       3) 歯外 矯歯 リハ
     形外 呼外 呼内
     循環器内科　消
     化器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   6544,0093,9 公立豊岡病院組合立豊〒668-8501 0796-22-6111公立豊岡病院組合　管三輪　聡一 平17. 5. 1一般 病院
     (44,0040,6) 岡病院 豊岡市戸牧１０９４番地 常　勤:  118理者　井上　鉄也 移動     一般   463現存
     (医     113) 平29. 5. 1精神        51
     (歯       5) 一般（感染）
     非常勤:   24     感染     4
     (医      23) 内   精   脳内
     (歯       1) 呼内 消   リウ
     小   外   整外
     形外 脳外 皮  
     ひ   産婦 眼  
     耳い 麻   歯外
     矯歯 リハ 放  
     病理 
     循内　内糖内　
     緩ケ内　乳外　
     胸・心外　救急
     　
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6644,0115,0 大井医院 〒668-0045 0796-24-1001医療法人社団　大井医大井　美行 平26. 5. 1脳外 神内 放  診療所
     (44,0052,1) 豊岡市城南町８番１２号 常　勤:    2院　理事長　大井　美 組織変更 リハ 形外 皮  現存
     (医       1)行 平26. 5. 1歯   歯外 
     (歯       1)
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6747,0060,1 香美町国民健康保険小〒667-1502 0796-97-2023香美町長　浜上　勇人上田　通明 平17. 4. 1内   歯   診療所
     (47,0038,3) 代診療所 美方郡香美町小代区城山３０１ 常　勤:    3 交代 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6848,0001,3 公立八鹿病院 〒667-8555 079-662-5555公立八鹿病院組合　管後藤　葉一 昭35. 7. 1一般       358病院
     (48,0029,0) 養父市八鹿町八鹿１８７８－１ 常　勤:   29理者　富　勝治 療養        55現存
     (医      27) 平29. 7. 1結核         7
     (歯       2) 内   神内 胃  
     非常勤:   55 小   外   整外
     (医      53) 脳外 皮   ひ  
     (歯       2) 産婦 眼   耳い
     リハ 放   麻  
     歯   循   呼  
     精   神   他  
     消   歯外 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   6950,0001,9 兵庫県立ひょうごここ〒651-1242 078-581-1013兵庫県知事　井戸　敏田中　究 昭32. 7. 1精神       478病院
     (50,0009,8) ろの医療センター 神戸市北区山田町上谷上字登り尾常　勤:   29三 精   内   脳外現存
     ３－１ (医      29) 平29. 7. 1歯   
     非常勤:   18 ②児童思春期精
     (医      14) 神科④老年精神
     (歯       4) 科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7050,0120,7 独立行政法人地域医療〒651-1145 078-594-2211独立行政法人地域医療大友　敏行 昭61. 3.27一般       424病院
     (50,0069,2) 機能推進機構　神戸中神戸市北区惣山町２丁目１－１ 常　勤:   74機能推進機構　理事長 内   呼内 神内現存
     央病院 (医      71)　尾身　茂 平28. 3.27外   小   整外
     (歯       3) 形外 皮   精  
     非常勤:   17 ひ   婦   眼  
     (医      16) 耳い 脳外 リハ
     (歯       1) 放   麻   歯外
     循環器内科　消
     化器内科　乳腺
     外科　病理診断
     科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7150,0130,6 神戸リハビリテーショ〒651-1106 078-743-8200一般財団法人　神戸在笠井　隆一 昭63. 6. 1療養       180病院
     (50,0083,3) ン病院 神戸市北区しあわせの村１－１８常　勤:    7宅医療・介護推進財団 内   神内 リハ現存
     (医       7)　理事長　北　徹 平30. 6. 1放   歯   
     非常勤:    9
     (医       1)
     (歯       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7250,0153,8 済生会　兵庫県病院 〒651-1302 078-987-2222社会福祉法人恩賜財団山本　隆久 平 3.12. 1一般       268病院
     (50,0095,7) 神戸市北区藤原台中町５丁目１－常　勤:   48済生会支部兵庫県済生 内   消   循  現存
     １ (医      46)会　支部長　中井　亨 平27.12. 1小   外   整外
     (歯       2) 脳外 皮   ひ  
     非常勤:   24 産婦 眼   耳い
     (医      24) リハ 放   麻  
     リウ アレ 歯外
     呼内 他   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7350,0035,7 医療法人　寿栄会有馬〒651-1512 078-986-1115医療法人寿栄会　理事武田　一寿 昭45. 5. 1療養        57病院
     (50,0136,9) 高原病院 神戸市北区長尾町上津４６６３－常　勤:   19長　小川　豐照 精神       360現存
     ３ (医      19) 平30. 5. 1精   心内 内  
     非常勤:   13 歯   皮   
     (医      10)
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   7450,0249,4 向陽病院 〒651-1312 078-981-0151医療法人社団向陽会　山口　健也 平14. 6. 1精神       345病院
     (50,0157,5) 神戸市北区有野町有野１４９０ 常　勤:    9理事長　山口　紅子 組織変更 精   神   内  現存
     (医       8) 平26. 6. 1放   歯   
     (歯       1)
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7551,0741,8 神戸市立医療センター〒650-0047 078-302-4321地方独立行政法人神戸細谷　亮 平23. 7. 1一般 病院
     (51,0454,4) 中央市民病院 神戸市中央区港島南町２丁目１番常　勤:  343市民病院機構　理事長 移動     一般   750現存
     地１ (医     333)　橋本　信夫 平29. 7. 1一般（感染）
     (歯      10)     感染    10
     非常勤:   86 精神
     (医      85)     精神     8
     (歯       1) 内   循   神内
     消   呼   精  
     小   皮   外  
     心外 呼外 脳外
     整外 形外 産婦
     ひ   眼   耳い
     麻   歯   歯外
     放   リハ 他  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7651,0765,7 神戸低侵襲がん医療セ〒650-0046 078-304-4100医療法人社団　神戸低藤井　正彦 平25. 4. 1一般        80病院
     (51,0473,4) ンター 神戸市中央区港島中町八丁目５番常　勤:   18侵襲がん医療センター 新規 放   ひ   脳外現存
     １ (医      17)　理事長　藤井　正彦 平25. 4. 1呼内 婦   皮  
     (歯       1) 歯外 麻   リハ
     非常勤:   30 内   
     (医      30) 放腫　腫内　耳
     外　消内外　循
     内　精神経　緩
     内　乳外
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7751,0767,3 西記念ポートアイラン〒650-0046 078-303-2424医療法人康雄会　理事小澤　修一 平25. 5. 1一般 病院
     (51,0475,9) ドリハビリテーション神戸市中央区港島中町８丁目５番常　勤:    9長　西　昂 新規     一般   100現存
     病院 ２ (医       8) 平25. 5. 1療養
     (歯       1)     療養    50
     非常勤:   25 リハ 内   循  
     (医      24) 他   消   放  
     (歯       1) 歯   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   7851,0821,8 兵庫県立こども病院 〒650-0047 078-945-7300兵庫県知事　井戸　敏中尾　秀人 平28. 5. 1一般       290病院
     (51,0509,5) 神戸市中央区港島南町１丁目６番常　勤:  130三 移動 心外 脳外 小外現存
     ７号 (医     129) 平28. 5. 1整外 形外 精  
     (歯       1) アレ リウ 小  
     ひ   産   眼  
     耳い 放   麻  
     病理 リハ 小歯
     ①循内②腎内③
     脳内　血・腫内
     　代内内　周内
     　救
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7951,0623,8 岡本クリニック 〒650-0021 078-322-2488医療法人社団　伍仁会岡本　交二 平16. 6. 1内   呼内 婦  診療所
     (51,0526,9) 神戸市中央区三宮町１丁目１０番常　勤:    7　理事長　岡本　交二 組織変更 歯   歯外 現存
     １号神戸交通センタービル６・７(医       7) 平28. 6. 1循環器内科　消
     Ｆ 非常勤:    5 化器内科　糖尿
     (医       5) 病内科　乳腺外
     科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8052,0004,9 医療法人博愛会　広野〒651-2215 078-994-1155医療法人　博愛会　理安田　嘉之 昭32.11. 1療養       147病院
     (52,0003,7) 高原病院 神戸市西区北山台３丁目１－１ 常　勤:    7事長　安田　嘉之 外   整外 内  現存
     (医       5) 平29.11. 1胃   歯   歯外
     (歯       2) リハ 放   こう
     非常勤:   24 皮   眼   精  
     (医      24)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8152,0009,8 医療法人敬性会　神戸〒651-2304 078-965-1203医療法人敬性会　理事高野　守秀 昭39.11. 1精神       278病院
     (52,0007,8) 白鷺病院 神戸市西区神出町小束野９－９４常　勤:    6長　髙野　守秀 精   歯   現存
     (医       6) 平24.11. 1
     非常勤:   15
     (医      13)
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8252,0035,3 足立病院 〒651-2113 078-974-1122足立　坦 足立　坦 昭55. 6. 1一般 病院
     (52,0049,0) 神戸市西区伊川谷町有瀬６９６－常　勤:    4     一般    60現存
     ２ (医       3) 平28. 6. 1内   胃   外  
     (歯       1) 整外 脳外 リハ
     非常勤:    7 歯外 歯   小歯
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   8352,0096,5 兵庫県立リハビリテー〒651-2134 078-927-2727兵庫県知事　井戸　敏橋本　靖 平 4. 4. 1一般       520病院
     (52,0058,1) ション中央病院 神戸市西区曙町１０７０ 常　勤:   31三 内   神内 整外現存
     (医      31) 平28. 4. 1リウ 小   ひ  
     非常勤:   24 眼   リハ 放  
     (医      21) 麻   歯   
     (歯       3) 循環器内科、神
     経小児科　小児
     精神科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8452,0112,0 社会福祉法人　兵庫県〒651-2134 078-927-2727社会福祉法人　兵庫県仙石　淳 平 6. 1. 1内   眼   歯  診療所
     (52,0065,6) 社会福祉事業団　総合神戸市西区曙町１０７０ 常　勤:    2社会福祉事業団　理事 現存
     リハビリテーションセ (医       2)長　山本　嘉彦 平30. 1. 1
     ンター内診療所 非常勤:    4
     (医       2)
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8552,0267,2 フェニックス診療所 〒651-2401 078-967-0036医療法人社団　一功会平井　規子 平19. 7. 1一般 診療所
     (52,0133,2) 神戸市西区岩岡町岩岡６５４－１常　勤:    1　理事長　平井　昭博 新規     一般    19現存
     ５６ (医       1) 平25. 7. 1内   外   精  
     非常勤:    1 歯   
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8652,0179,9 岩岡の郷診療所 〒651-2401 078-967-5566社会福祉法人六甲福祉青木　勝彦 平12. 8. 1内   精   リハ診療所
     (52,0148,0) 神戸市西区岩岡町岩岡字坂ノ下６常　勤:    2会　理事長　岸本　亮 新規 歯   現存
     ５６番地の２ (医       2) 平24. 8. 1
     非常勤:   12
     (医       9)
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8752,0211,0 甲斐診療所 〒651-2313 078-965-1405医療法人社団甲斐診療甲斐　秀紀 平15. 1. 1内   外   皮  診療所
     (52,0154,8) 神戸市西区神出町田井３１０番３常　勤:    1所　理事長　甲斐　秀 組織変更 放   歯   現存
     (医       1)紀 平27. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   8852,0350,6 神戸市立西神戸医療セ〒651-2273 078-997-2200地方独立行政法人神戸田中　修 平29. 4. 1一般       425病院
     (52,0164,7) ンター 神戸市西区糀台５丁目７番地の１常　勤:  129市民病院機構　理事長 組織変更 結核        50現存
     (医     127)　橋本　信夫 平29. 4. 1内   神内 呼内
     (歯       2) 精   小   外  
     非常勤:   43 整外 リハ 脳外
     (医      41) 呼外 皮   ひ  
     (歯       2) 産婦 眼   耳い
     形外 麻   病理
     歯外 
     内糖内腎内血内
     消内循内腫内緩
     内消外乳外放診
     放治
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8998,0497,8 西宮市立中央病院 〒663-8014 0798-64-1515西宮市長　今村　岳司根津　理一郎 昭50. 3.16一般       257病院
     (98,0252,3) 西宮市林田町８－２４ 常　勤:   44 内   呼内 外  現存
     (医      43) 平29. 3.16呼外 整外 脳外
     (歯       1) 小   皮   ひ  
     非常勤:   60 産婦 眼   耳い
     (医      57) リハ 放   歯外
     (歯       3) 麻   
     循内　消内　糖
     内内　ペ内　消
     外　乳外　ペ外
     　臨検
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9099,0002,4 独立行政法人国立病院〒669-1515 0795-63-2121独立行政法人国立病院里中　和廣 昭32. 7. 1一般       450病院
     (99,0002,0) 機構兵庫中央病院 三田市大原１３１４ 常　勤:   27機構　理事長　楠岡　 結核        50現存
     (医      26)英雄 平29. 7. 1内   神内 呼  
     (歯       1) 消   循   外  
     非常勤:   16 整外 呼外 リハ
     (医      16) 放   麻   歯  
     他   皮   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   9199,0009,9 神戸大学医学部附属病〒650-0017 078-382-5111国立大学法人神戸大学平田　健一 昭42. 6. 1一般       888特定機能
     (99,0009,5) 院 神戸市中央区楠町７丁目５－２ 常　勤:  667　神戸大学長　武田　 精神        46病院
     (医     634)廣 平30. 6. 1内   消   循  現存
     (歯      33) 呼   神内 リハ
     非常勤:  240 心外 呼外 小外
     (医     221) 脳外 整外 産婦
     (歯      19) 眼   精   小  
     放   皮   ひ  
     麻   形外 美外
     歯外 矯歯 他  
     消内、循内、呼
     内、糖内内、腎
     内、腫・血内、
     血内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


